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市民講座
「親ががんになったとき子どもとどう向き合い、どう支えるか」によせて
本日は市民講座「親ががんになったとき子どもとどう向き合い、どう支えるか」
にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。
この市民講座は、子育中の親御さんが「がん」にかかったとき、お子さんたち
にご自身の病気のことや、これからのことなどについて、どのように話し、どの
ように向き合っていけばいいのか？ということをテーマにしています。
私たちが患者さんの診療やケアにかかわっていく中で、お子さんたちにお父さ
んやお母さんの病気についてあまり話していない、といったご相談をいただくこ
とがあります。
子どもにどのように話したらいいだろうか？話したことを理解できるのだろう
か？話した後の反応が心配など、ご相談の内容はさまざまです。
また、お子さんにお話しするタイミングについてのご相談もあります。診断直
後にはまだこれからの見通しがわからないという思いもあるでしょう。手術や抗
がん剤治療、放射線治療などの後には、体調がすぐれないなどの問題がある
かもしれません。また、再発や転移が見つかった際には、お話しすることへの
躊躇が大きかったり、今までお話をしてこなかったこと自体が気がかりになるか
もしれません。
多くの医療現場では、これらのことについて、それぞれの医療現場で担当す
る医師や看護師、あるいは緩和ケアチームなどができる範囲で対応してきたの
が実情です。日本での取り組みは、まだ始まったばかりです。
わが国では現在、厚生労働科学研究費補助金などの協力を得ながら、Hope
Tree～パパやママががんになったら～の活動としてCLIMBプログラム
（Children’s Lives Include Moments of Bravery）の開催やファシリテーターの育成
事業を行っています。また、乳がんの患者さんのお子さんたちの問題を明らか
にし、どのようなケアが必要かなどの研究もおこなわれました。
今年度からは文部科学省の研究費による取り組みとして、お子さんに対して
親の療養の場である医療機関からご家庭、小中学校などのお子さんの生活の
場までの連続した支援が行える仕組み作りについて検討を行っています。
今後ともこのような情報提供の機会を増やし、多くの方々のご意見やご提案
も取り入れていきたいと思います。ぜひ、率直なご意見をいただければと思い
ます。
SCORE-G一同

がんの痛みと症状緩和に関する多施設共同臨床研究会（SCORE-G）について
がんの痛みと症状緩和に関する多施設共同臨床研究会は2003年7月に、
緩和医療の普及やがん疼痛治療の成績を欧米諸国並みに向上させることを
目的に設立されました。そして今年の3月に一般社団法人として新たな一歩
を踏み出しました。
SCORE-Gのメンバーには、緩和医療の最前線で活動する医師、薬剤師、看
護師などに加え、患者さんの苦痛症状の治療開発を担う薬学系の基礎研究
者も含まれています。
SCORE-Gでは「我が国における緩和医療の普及、特にがんの痛みの治療の
成績を少なくとも欧米諸国並みに向上させる」という目標を掲げています。多
くの医療者が、がんの痛みの治療に積極的に参加できるように書籍やセミ
ナーなどを通じた情報提供を行っています。
また、もう一つの重要な活動として「すべての人々にわかりやすいがんの痛
みの治療や症状緩和に関する情報の発信」があります。2004年11月以降、
長崎、秋田、埼玉、札幌などでがんの痛みの治療に関する市民講座を開催し
てきました。がんの痛みは世界保健機関（WHO）も取り組んでいる重要な課
題です。しかし、わが国の現状は欧米諸国に比べてがんの痛みの治療が遅
れているといわれ、患者さんやご家族がつらい思いをされているのが実情で
す。このため今までの市民講座では、「がんの痛みやその治療についての理
解」や「がんの痛み治療に用いられる医療用麻薬に対する誤解を解く」という
テーマを中心に取り上げてきました。これらの活動成果は、がんの痛みネット
（http://www.itaminai.net/）で公開されています。
今年はSCORE-Gが一般社団法人となったことを機に、新たに「がんの患者さ
んのお子さんたちの支援」というテーマに取り組むことになりました。日本に
おいてはまだ始まったばかりの取り組みですが、患者さんやご家族への情報
提供や、お子さんたちへの支援の在り方についても引き続き情報発信してい
きたいと思います。
SCORE-G代表理事

的場 元弘

『親ががんなったとき、なぜ子どもに伝えるのか？そしてどう伝えるのか？』

Presentation for Saint Luke’s International Hospital
Helping Children with the Journey of Cancer
Sue P. Heiney, PhD, RN, FAAN
Dunn-Shealy Professor of Nursing
Columbia, South Carolina
Adults may assume that children do not need to know about a parent’s cancer
diagnosis. They may believe they are protecting the child from difficult feelings.
But, children often know more than parents realize and may fear to talk about
their feelings and questions. In this lecture, Dr. Heiney will discuss how to talk
to the child from diagnosis to survival or palliative care. She will include
communication strategies, the timing of conversations as well as practical ways
to help the child cope. She will give example of things parent can do to help
the child. Time will be given for questions and answers.
大人は、「子どもは親のがんについて知る必要はない」と考えているかもしれ
ません。それは「子どもが辛い思いをすることから子どもを守ってあげている」
と信じてのことかもしれません。しかし、子どもは大人が考えているよりも親の
病気のことを分かっており、自分の気持ちについて話したり、質問したりするこ
とを恐れています。
今回は、診断時から回復する時期、あるいは終末期まで、子どもにどのように
話すかについて講演します。コミュニケーションの方法、会話のタイミング、子
どもが状況に自分で対処するのを助ける実践的な方法についてもお話ししま
す。さらに親が子どもをどのように支えることが出来るのかの事例もお伝えし
ます。質疑応答の時間も設けます。

MEMO

Dr. Sue P. Heiney
（スー・ハイニー先生）
サウスカロライナ大学看護大学教授。がんで亡くなる子ども、その
家族、そして親ががんで亡くなる子どもに20年以上関わる。20年以
上前に、子どものためのGood Grieving Programを開発し、サウスカ
ロライナのコロンビアに住む子ども1,500人以上にケアを提供。また、
子どものグリーフについての論文を数多く発表し、子どもや新生児
を亡くし悲嘆にある親への死別プログラムも開発した。子どもの悲
嘆について専門家を教育するワークショップの開発や、専門職の共
感疲労を防止するためのリトリートも開発している。
Dr. Sue Heiney is the Dunn Shealy Professor at the College of Nursing
for the University of South Carolina. For the past 20 years, Dr.
Heiney has worked with children dying from cancer and their
families and children in which a parent was dying from cancer. Over
20 years ago, Dr. Sue Heiney created the Good Grieving for Children
program which has since provided care to over 1500 children in
Columbia, South Carolina. She has published extensively about grief
in children. Also, Dr. Heiney’s was instrumental in developing a
bereavement program for parents grieving the loss of a child or
neonate. Further she developed a workshop for professionals to
educate them about children’s grief and she developed a retreat for
professionals to prevent compassion fatigue.

家族の立場で体験したこと
『夫ががんになった時、私は何を思い、何を悩み、子供とどう向き合ったか』
“親ががんになった時の子供への正しい伝え方” おそらく正解はないように思います。
がんが今どのような状態なのか、子供の年齢、性格、家族構成、その他の環境など、
人それぞれにすべてが異なるからです。しかし、その子にとっての「より良い伝え方」と
いうものはきっとあるように思えます。
がんになっても元気に治る方もたくさんいらっしゃいますが、一方で残念ですが亡く
なってしまう悲しい現実もあります。
悪いことは考えたくないのですが、しかし、ステージを問わず、その時々に子供に嘘を
つくのではなく、事実をその子供に合わせて伝えることは必要なのではないでしょうか。
子供は愛する親の身に異変が起これば不安になるでしょう。
なぜ手術をするの？ なぜ病院に通っているの？ なぜ吐き気があるの？
なぜ髪の毛が抜けるの？ なぜぐったりしているの？
なぜご飯が食べられないの？ なぜ入院するの？ いなくなっちゃうの？
何も伝えずにいれば、子供なりに想像し、不安が募り、事が大きくなってから突然告げ
られたときの衝撃は子供をどん底に突き落とすことにはならないでしょうか？また、残さ
れた家族（もう一人の親）との信頼関係にも傷がつくように思います。子供の年齢により
伝え方や伝える時期は同じにはできませんが、真実を伝える（嘘をつかない）ことはむ
しろ厳しく辛い現実と向かい合うために必要な力となり、家族で思いを共有できることで
辛い現実や悲しい気持ちを素直に吐き出す仲間となれるように思います。
悲しいけれど、今後がんばって生きていくために必要なプロセスだったと感じています。
夫は残念なことに亡くなってしまいましたが、最初の手術のときから子供たちにがんを
伝えていました。再発し、厳しい状況になってからは、年齢の異なる3人の子供の理解
力や受け止め方、そして何より少しでも子供の心に傷をつけないように伝えたいとの思
いが大きくなりました。いつ、どのタイミングで、どのように伝えるべきかを悩む日々でし
た。病院の緩和専門の看護師さんに何度も話を聴いていただきながら、私自身も整理
ができ、子供たちと事実と悲しみを共有でき、良い環境の中で最期をむかえることがで
きたように思います。子供たちのメンタル面で、困難なことがあったことも事実です。
しかし、4年経った今、3人は元気に生き生きと過ごしています。
私の話は単に一人の体験談に過ぎず、もっと良い伝え方があったのかもしれません。
しかし、今、元気に青春を謳歌しているあの子たちを見ていると、「あの時、嘘をつかな
いで良かった。気持ちを共有でき、一緒に涙を流せて良かった。」と思っています。
そして、家族が一心同体となって、濃密で大切な時間を過ごせたことで、家族の中で
父として夫として生き続けていると思います。

MEMO

大江眞由美（おおえまゆみ）さん
～３人の子どもの母～
1986年 帝京大学薬学部卒業
卒業後は、薬剤師として調剤薬局や病院薬局に勤務
1990年 結婚
調剤薬局勤務をしながら、３人の子どもを出産
2007年9月 夫の虫垂がんが発覚、手術を施行
長女（高１）、次女（中1）、長男（小３）
2009年1月 がん再発（腹膜への転移）
長女（高2）、次女（中2）、長男（小4）
この後、夫は休職し、がん治療（点滴）を始める
抗がん剤の副作用の辛さと、病状の悪化とともに
私の勤務を減らす
2009年7月30日
高熱と腹痛のため夜間に受診、その後入院
数日後に、予後について厳しい説明を受け、
これを機に私も仕事を休職
2009年10月12日
夫自宅にて家族に見守られながら死去
長女（高3）、次女（中３）、長男（小５）
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