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ご挨拶 

 皆様どのような春をお迎えでしょうか？ 変わらぬご支援

に感謝し、ご健康を祈りつつ、2016年度第 2号の PCSGレター

をお届けいたします。 

「ふらっとカフェ」は 4月で55回を迎えます。この回数の

なかで、出会って親しくさせていただいた方たちが一人二人

と彼世に旅立ってゆかれました。世の定めではあるのですが、

胸にこたえます。 

先日相談室で、常連のご婦人から緩和ケア外来受診の報告

をうかがっていたとき、「いろいろ整理して、納得しているけ

ど、ふと『軸にはものさびしさがあるなぁ』と思う」という

言葉をいただき、はっとしました。昨秋帰天されたYAさんと、

夭逝した詩人 八木重吉の詩について共有するうちに、人間の

核には「かなしみ」があると、しみじみ思ったものです。幸

福な生のためには「さびしさ」や「かなしみ」は遠ざけるべ

きもの、「希望」や「喜び」こそが必要だと考えがちですが、

それだけでは本質を見失うように思います。私たちは皆、な

くすことのできないさびしさやかなしみを抱えて生きていく

存在、だからこそ多くの違いを超えて労わりあうことができ

るもの同士なのでしょう。 

「かなしみと わたしと 足をからませて たどたどとゆく」 

 （悲しみ：八木重吉「貧しき信徒」） 

 

さて今号は、昨年9月の学習会報告やふらっと相談室報告、

素敵なアロマクラフトを教えてくださる和田先生による「ア

ロマの会」の記事、「第 24回日本ホスピス・在宅ケア研究会

in久留米」参加記、マギーズ東京訪問記等、掲載しています。         

どうぞお読みください。 

次号にはぜひ皆様からのご寄稿をいただきたく、 

お待ちしております。      

（代表 河 正子） 
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残暑厳しい日、若々しくにこやかな大野智先生をお迎えし、

学習会を開催しました。 

先生は、消化器外科医として、2002年から補完代替医療学

分野の研究に従事されています。 

今回、「がん医療とサプリメント」というテーマについて、

３つの話題に分けて講演して頂いたので、その骨子を報告し

ます。 

 

1. 補完代替医療とは？（がん医療現場におけるサプリメントの現状） 

 補完代替医療（Complementary and Alternative Medicine , 

以下CAMと略）とは、＜現時点では通常医療と見なされて

いない医療・ヘルスケアシステム、施術、生成物などの総称

＞である。これはアメリカの定義で、日本には定義がないが、

西洋医学を「補う」または「取って代わる」医療と理解され

ている。一般的には西洋医学に比べ科学的根拠に乏しく、大

半は保険医療の対象になっていない。しかし、近年、通常医

療（近代西洋医学）では対応しきれない‘病い’に対処しよ

うと、これにCAMを組み合わせた「統合医療」が注目され、

2012年から厚生労働省も検討を始めた（大野先生もその情報

発信等推進事業に関与）。 
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 さて、2005年発表の厚労省研究報告によると、①がん患者

の44.6%がサプリメント・健康食品としてCAMを利用し、

月額57,000円出費している。また、②患者の多くは、医師に

相談していないし、③医師の多くは、補完代替医療の知識が

ない。以上が、がん医療現場におけるCAMの現状である。 

 

2. サプリメントの科学的根拠～健康情報にまつわる問題点～ 

 健康食品が保健機能食品として機能表示食品に2015年か

ら加わったが、「法律上、食品は病気の予防・治療を目的とし

ません」という注意書きがなされている。治療法の有効性を

証明するためには臨床試験（とくにランダム化比較試験）が

必要であるが、その結果（治療効果）は必ずしも絶対ではな

い。「医療の不確実性」があるからである。 

まとめ：①CAMの多くは、ヒト臨床試験が実施されていない

ので、効果があるのかないのかわからない＝正確な情報不足。

②一部のCAMでは臨床試験が実施されているが、その結果

を、患者が知る術
すべ

は限られ、 

自ら入手する必要がある。 

 

3. どのように向き合うか？ 

（「科学的根拠に基づいた医療」（EBM）再考） 

 仮に、正確な情報は入手したとして、そのCAMを「利用

する」か「利用しないか」という決断・行動の意思決定は当

人に委ねられる。まずは、「科学的根拠に基づいた医療

（Evidence-based Medicine: EBM）」で考えてみよう。ＥＢ

Ｍは①臨床現場の状況・環境、②患者の意向・行動[価値観]、

③科学的根拠の三者を踏まえた④医療者の技術・経験を含む

専門性、の４つがバランスした時に、最も有意・有効な医療

になる。 

 しかし、CAMの場合、①’臨床現場には[経済的問題]（サプ

リメントは自己負担）、②’患者と家族の価値観の多様性、③’

科学的根拠が少ない、④’医療者の技術・経験が乏しい、など

の問題（特徴）がある。CAM利用の「目的」や「価値観」は

時と場合によって変化する。難しく考えず、CAMを考える場

合、「変更」や「取り消し」の余地を残すことが大切である、

と強調された。 

 

 

 

 

 先生は、CAM利用に際して考慮すべき4点を、次のように

まとめられた。 

①現代西洋医学が主役でCAMはサポート役、②どれを利用

するかの選択基準の一つとしてEBMを参考に、③健康食品

による相互作用や健康被害に要注意！ ④CAMの利用・継続

にあたって、・体調やQOLなど効果を実感できるか？・購入・

実施にかかる金額はそれに見合うか？ の2点を検討する。 

 最後に、＜覚えてほしいこと！＞を3つ挙げられた。 

1. CAMに関する情報には、あやふやのものが多い。 

2. 情報の取捨選択、そのための知恵(情報リテラシー)が必要。 

3. 患者の価値観を考慮した、適切なコミュニケーションが重        

   要。   

[今日の講演内容は、大野先生個人の見解であり、大阪大学、

厚生労働省の見解ではありません、とのご注意あり] 

 

(参考資料) 

1. 四国ガンセンター「がんの補完代替医療ガイドブック（第3版）」 

2 .国立ガンセンター：がん情報サービス 

3. 厚生労働省：「統合医療」情報発信サイト（eJIM）:利用マニュア

ル  

4. 日本緩和医療学会編『がん補完代替療法クリニカル・エビデンス』、

金原出版、 2016年、2400円＋税 

5. 朝日新聞 apital …大野先生回答。 

朝日新聞デジタル＞アピタル＞健康ガイド＞これって効きますか 

で検索 

（1~3はダウンロード可能） 

 

時間一杯に質問にも丁寧に答えて下さり、講演を終えられま

した。「色よい回答をしてあげられずすまないから」と、会場

に残っていた質問者たちのところに歩み寄って対話されてい

かれた先生の心温かさに頭がさがりました。 

 

（副代表 中神百合子） 
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ふらっと相談室 

 

三寒四温を経て、また春がおとずれました。東日本大震災

及び東京電力福島第一原子力発電所事故から丸6年が経ちま

した。いまだ我が家に戻れない多くの方の苦難、大切な方を

突然なくされたご遺族の方の痛みは、癒えることはありませ

ん。すべての方の日ごとの生活の快適さが少しでも回復する

事を祈りつつも無力を自覚する日々を送っています。 

 私たちの「ふらっとカフェ」も丸 6年。「ふらっと相談室」

は丸3年を経過しました。その発展は牛歩のようですが、地

域での存在感はじんわりと力強く、多くの方々との関りを育

んできました。オープンの日には、【開いています】の看板を

出して、庭の草花を飾り、お茶の用意をして、皆様のおいで

をお待ちしています。 

一昨年に引き続き昨年の忘年会（12月17日）の初めに、1

年の間にお別れをしたメンバーのYYさんSTさんTHさん

SSさんYAさんを追悼する時を持ちました。またしばらく「カ

フェ・相談室」へ顔を出されなくなった方の消息も気がかり

で、どうぞご無事でという思いで振り返りました。 

YAさんは、「PCSGレター」昨年9月号に、心持の伝わる

記事を載せてくださっています。その文面にあるように「不

思議が起きて元気になり、サバイバーとしてふらっとのスタ

ッフに加わりたい！」との夢はかなわず、11月20日逝去さ

れました。YAさんと出会い交わりを持った私たちはみな、彼

女の病との向き合い方に、多くを学ばせていただきました。

自然体でユーモアのあるYAさんのもの言いに、病の深刻さも

忘れて笑顔になった場面を思い起こすのです。YAさんお手持

ちの墨・硯・筆・紙すべてを持ち込んで始めてくださった「互

書の会」は、今でも墨の香りとともに、何ともいえない心の

落ち着きをもたらしてくれる思い出となりました。今も相談

室にはYAさんの書『平凡な日のつづき』の額があり、私たち

は見守られ励まされています。 

       「ふらっとカフェ」「ふらっと相談室」には、

お独りさまの癌患者の方が数名見えています。

すでに他界された方もおられます。 

その方々のサポートの振り返りを、ごく内輪のスタッフで 

行いました。4人の方の経過について、サポートできたことと 

サポートが困難又は問題を感じたことについて検討しました。 

私たちの最も大切な使命は「傾聴」にある事は言うまでも

ありませんが、独居の癌患者の方を取り巻く社会福祉制度の 

 

 

詳細を、より詳しく情報として提供できるよう、スタッフの

学びを深めたいと思わされました。 

 このような活動をご一緒にしたいと思われる方、この指と

まれ！！！   

                                           

（理事 志賀 始） 

  

 

 

  

 

ふらっとカフェ 

“アロマの会”に参加して 

 

 

こんにちは。アロマセラピストの和田です。大学院の恩師、

中神百合子先生にお声がけいただき、ふらっとカフェへのご

縁を頂きました。カフェ終了後の 3 時過ぎからアロマの会を

行っています。アロマテラピーをご存じでしょうか？ラベン

ダーやローズマリー、ペパーミントなどハーブの香りを健康

維持に役立てる方法をいいます。緑の香り、コーヒーの香り

など何か香りを嗅ぐと気分の変化を体感したことはありませ

んか？嗅覚刺激は脳の大脳辺縁系にダイレクトに働きかけ、

気分や体調に影響を与えることがわかっています。 

そのような香りのもつ機能性を利用して心や体を調整しよう

というのがアロマテラピーですが一年中、芳香植物を入手す

るのは難しく、実際の現場では植物そのものではなく花、葉、

果実から香り成分だけを抽出したエッセンシャルオイルを用

います。エッセンシャルオイルは精油とも呼ばれ、小さなガ

ラス瓶に入っています。私が在宅医療での訪問アロマテラピ

ーを開始したのは2000年でした。当時に比べ、アロマテラピ

ーは癒しのツールのひとつとして介護や医療の現場で注目さ

れているようになったと感じています。 
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アロマの会の参加者はアロマテラピーという言葉は知って

いるけれど体験したことはない方がほとんどでしたので簡易

な方法ですぐに家庭で実践できる方法を工夫しました。入浴

剤、ボディソープ、ルームスプレー、虫よけスプレー、ハン

ドクリーム等をわいわいお話ししながら作っています。いく

つか好きな香りを選んで調合しますが好みがその時によって

変化するのが不思議です。おひとりおひとりの香りの仕上が

りに個性が表れ、お互いの作品を披露しあい、他の方のブレ

ンドを試すのも勉強になりました。会へ参加した感想を聞き

取りしましたのでごく一部をご紹介します。『香りの効果、効

能を選び、アロマクラフトを活用できラッキーです』、『天然

のものということが何より安心で香りによる癒やし効果にも

目を見張るものがあります』、『ゆったりとした時間が過ごせ

て楽しかったです』、『昨年は病気のため、思うようにならな

い時間を悶々とすごしていたため、香りを楽しむこと自体が

新鮮で、こんなHappyなぜいたくな時間を過ごしてもいいん

だと嬉しく思いました。』、『生活にほんの少し豊かさが加えら

れたように感じます。』『不眠や気持ちを落ち着かせ、リラッ

クスできるようなアロマを学びたいと思っています』、『元気

が出ない時、少しパッと即効性のあるアロマの何かが欲しい、

植物ってすごい』、『日本の植物のアロマに興味を持ちました。』

等々。 

 

 

アロマの会が始まって早いものでこの春で5年目に入ります。

参加者の方々にとって楽しい時間になりつつ、気分転換に香

りがすこしでもお役にたてると嬉しいです。アロマテラピー

の主役は香り成分豊富な植物です。植物に興味のある方にも

ぜひアロマの会に参加していただけたらなと思っています。

お待ちしております。 

 （アロマの会講師：和田 文緒） 

 

 

 

 

「第 24 回日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会 in

久留米」に参加して 

 

 

2017年 2月4，5日の二日間、第24回日本ホスピス・在宅

ケア研究会全国大会が、「いのちを受け止める町作り～日本の

ホスピスが忘れてきたもの～」というテーマの下に久留米で

開催された。私自身、緩和ケア病棟のボランティアとしては

長年活動しているが、在宅ケアについては全くの門外漢であ

り、また遠方でもあるので参加をためらっていた。昨年当

NPO主催の講演会で講演していただいた「アキヒコの会」会

長の米沢慧氏から「日本のホスピスが忘れて来たものという

テーマで二ノ坂会長、山崎章郎氏と三人で鼎談を行うので、

是非参加して欲しい。」と誘われ、そのテーマに強く惹かれる

ものがあり、参加を決断した。 

当日、研究会会場に着いてまず驚かされたのは、二ノ坂会

長が長年にわたって在宅ケアを通じて地域作りを実践して来

た成果からか、また“宮崎のかあさんの家”に代表される在

宅ホスピスの盛んな地域であることからか、参加者よりも多

いかと見間違うほどの多くのボランティアが大会運営に関わ

っていたことで、またその一人一人が大会を成功させようと

する意欲にあふれていたことだった。 

また本研究会では“市民参加を推進する”ためとして、市民

と医療者が対等な立場で交流するために、「先生」と呼ばずに

「さん」と呼ぶことを 1 回につき 100 円の罰則付きで実施し

ており、在宅ケアが一部の医療者のみで推進できるものでは

ないという考えが根付いて来ており、市民運動化しているよ

うに感じた。 

そのことはシンポジウム「赤ひげフォーラム」（日本医師会

が地域医療に貢献した医師を表彰する赤ひげ大賞を受賞した

5人の医師によるシンポジウム）においても表現の違いこそあ

れ、地域の医療を支えるのは医療関係者だけでできることで

はなく、地域の住民の参加・協力が不可欠であるとの報告が

された。 

その中でも東京都町田市で開業し 

ている西嶋公子医師は、ご自身が 

「認知症の父とその介護にあたる 

心不全の母をみ、家族として当時の 

高齢者ケアの状況を知った時に介護のマンパワーが必要であ

り、それは血縁に頼らない地域の住民同士の支え合い、地縁
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に基づくシステムを構築するしかないと考えるようになっ

た。」と述べ、「今後の高齢者社会を専門職だけでは支えきれ

ない」という思いからボランティア・グループを結成するに

至り、現在ではフォーマルなサービス（医療・介護保険）、イ

ンフォーマルなサービス、ボランティア活動により様々な選

択ができる地域を作り上げた事を報告された。ボランティ

ア・グループは、当初は意欲は有っても何ができるか全く不

明な状況であり、西嶋医師グループメンバーとの対等な立場

で話し合い、必要な支援は何か、その支援のために必要な能

力は何か洗い出し、実現に必要な情報や行政等への働きかけ

を行った事が、「いのちを受けとめる町づくり」に繋がってい

ったとの事であり、他の地域でも大いに参考になる事例報告

であった。 

特別講演では二ノ坂会長と親交がある、 

インドのケララ緩和ケア研究所代表 

スマッシュ・クマール氏が「地域を 

つくるホスピス運動」というテーマで 

講演された。 

クマール氏は20年前から、ケララ州で 

専門家とボランティアの協働による地域緩和ケアの仕組みを

作りあげて来た方で、活動の結果インドにおける緩和ケア施

設の大半がケララ州に集中している。この運動の特徴は“教

育”である。まず希望者に対して緩和ケアに必要な教育を行

うが、教育が終了しても直ちに活動は義務付けられない。そ

の地域で必要が生じて来た時にボランティアとして活動すれ

ば良いという点であろう。つまり予備軍を常に育成して置く

事で、必要な人に、必要な時に、必要な支援が受けられる体

制をとっている事である。このことは知らないから一歩踏み

出せないでいる人たちを活動に引き出すのに有効な方法であ

ると考える。 

この他にも町づくり、コミュニティ作りの第一歩として“教

育”の必要性、重要性を訴える報告が多く見受けられた。 

本研究会のもう一つのテーマである、「日本のホスピスが忘

れてきたもの」であるが、まず米沢氏がホスピスの思想的背

景や歴史について講演し、その後二ノ坂氏、山崎氏がそれぞ

れの考えを述べる方法で進められた。この中で山崎氏は、「が

ん対策基本法施行以来、日本全国にホスピスが出来たが、病

院緩和ケア病棟は“がん病棟”と化している。」述べていた。

私自身緩和ケア病棟は、“ホスピス”という部分が抜け落ち、

緩和医療を提供するだけの場と化しているように感じていた

ので、やはりと言う思いが強かった。 

また山崎医師は、現在氏の主催するケアタウンで実施してい

る地域からその地域の要望をくみ上げる方法について述べて

いたが、まだ試行との事であり、今後その成果に期待したい。 

 

（会員・ふらっとカフェスタッフ 島 由紀夫） 

 

 

マギーズ東京を訪ねて 

 

昨年10月 10日にオープンした「マギーズ東京」を2月18

日土曜日に（この日は一般公開日でした）訪ねました。当日

は曇りのうすら寒い日でしたのに、ゆりかもめ「市場前」駅

に着くと「ようこそマギーズ東京へ」と書かれた紙を掲げた

人が道順を教えてくれました。聞けば相模原から来て参加さ

れているボランティアの男性で午前中この無人駅に立ち続け

てマギーズ東京に来る人達を案内されているとのことでした。

思っていたより近く、駅から歩いて3分程で「マギーズ東京」

に着きました。 

グレーの壁にmaggie’sのサインのある建物と広いバルコニ

ー付きの建物の間の庭から中に入りました。木の香りがして

大きな一枚板の木のテーブルがある食堂とその奥のオープン

キッチン、隣はボランティアの方達が働く事務所、高機能を

備えたレストルーム、障子のような仕切りがあり、ゆったり

とした座り心地のいい椅子を備えたスペース等がありました。

木造の建物だけでなくハイセンスなインテリアと家具が置か

れたそれぞれがとても居心地のよさそうな明るい空間でした。 

廊下でつながっている別棟がありプログラム用のスペース

だそうです。そこで英国のマギーズハウスについてや、マギ

ーズ東京プロジェクト始動からオープンまでの経過と今現在

の活動状況についてスライドを見ながら説明を伺いました。

たくさんのボランティアの方達が参加されているそうです。

ここは有明病院など比較的近くにいくつか大規模病院があり、

そこに勤務されている看護師の方達も年休をとって参加され

ていると伺いました。スライドの後、食堂に戻り大きなテー

ブルを囲んで美味しいお菓子とボランティアスタッフの方が

いれてくださった紅茶をいただきながら、広いガラス窓から

外の景色を眺めゆったりとしたひと時を味わうことができま

した。 
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御  

マギーズ東京は月曜から金曜の平日、10時から16時まで

オープンしています。 

オープン以後、日々多くの人が訪れているそうです。平日に

また来てみたいと思いました。ここにくれば「がんで見失い

そうな自分を取り戻す居場所」として温かく迎えられ、自由

にお茶をいただきほっとくつろぐことができそうです。 

 

（理事 稲見 富子）              

 

 

 

 

御 礼 

 

今まで活動を通じて寄せられたご寄付に感謝申し上げます。 

今年度は助成金を受けませんでしたが、皆様から会費納入に

加えてお送りいただいたご寄付は活動を継続する大きな助け

となっています。 

ふらっとカフェ、ふらっと相談室に美味しいお菓子、お茶の

差し入れや書籍、案内発送用切手の寄贈、事務所のプリンタ

ーの寄贈など、様々な形でご協力くださり、本当にありがと

うございました。 

今後の活動に役立てて参ります。 

これからも皆様からの温かいご支援、ご協力をどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

インフォメーション 

 

2017年度上半期活動予定概要 

◆ふらっとカフェ：原則毎月第 2土曜日の午後 1時～3時開催 

・第 55回 4/8 ・第 56回 5/13 ・第 57回 6/3  

・第 58回 7/15 ・8月はお休み 

◆ふらっと相談室：月・木曜日の午後 2時～5時、 

月 1回土曜日（4/22,5/27,6/24,7/29） 

◆アロマの会：カフェ後の時間に適宜開催予定  

※材料費 500円 

◆学習会： 2017年 7月 6日（木）18：30～  

     「神経難病を持つ方のケア（仮）」 

      講師：小館貴幸氏（当 NPO会員・立正大学） 

＠東久留米駅前明治薬科大学サテライトキャンパス 

◆手芸の会：日時検討中※材料費 300円（ペットボトルホル

ダー製作予定）＠コンフォール東久留米 

◆清瀬ホスピス緩和ケア週間に協力：9～10月  

◆PCSGレター：9月発行 

◆その他：企画募集中 

 

書籍案内 

・「今日が人生最後の日だと思って生きなさい」/小澤 竹俊 

著、 アスコム、1,000円（消費税別） 

・「人生の意味が見つかるノート」/小澤 竹俊 著、 アスコ

ム、1,000円（消費税別） 

・「サイエンスとアートとして考える生と死のケア～第 21回日

本臨床死生学会大会の記録」/小山 千加代 編著、M.C.MUSE、

2,800円（消費税別）  

 

 

 

編集後記 

今号もお読みいただきありがとうございます。 

今回はアロマの会講師である和田先生にも寄稿していただ

きました。 

目を閉じても耳を塞いでも自ずと感じてしまう‘香り’は、

生活の中でもとても重要だということに気づかされました。  

春は特に、木々や花の匂いに囲まれる季節。心地の良い香り

を意識して、生活も人としてもブラッシュアップしたいもの

です。                  

 (前田 奈美) 


