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　この冊子は、胸膜中皮腫患者さんのご遺族を対象に2016年11月に実施し
ました「胸膜中皮腫患者さんのご遺族に対する生活の質調査」の結果をまと
めたものです。胸膜中皮腫は、患者さんだけでなく、ご家族にも非常な苦し
みをもたらす病気です。しかも、その苦しみは、なかなか他の人には理解し
てもらえません。皆様のご苦労やご意見をまとめて発表することで、胸膜中
皮腫について人々の理解が深まり、ケアや支援が改善されるように願ってこ
の調査を実施しました。

　ご遺族の皆様には、たくさんの質問にもかかわらず、丁寧にご回答くださ
いましてありがとうございました。お答えいただくにあたり、辛く悲しいこ
とを思い出された方もおいでになると思います。心よりお詫びいたします。
この結果は、学会や論文で発表するとともに、胸膜中皮腫の治療、ケア、支
援にかかわる諸機関に配布いたします。

聖路加国際大学　看護学部　長 松 康 子

ご　挨　拶
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胸膜中皮腫患者さんの
ご遺族に対するＱＯＬ調査結果



胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果
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患者さんについて

●性別

●診断時の年齢

●曝露期間

●アスベスト曝露源

男
82.7％（62人）

女
17.3％（13人）

男
82.7％（62人）

女
17.3％（13人）

職業曝露
69.3％（52人）

学校曝露
1.3％（1人）

家族曝露 1.3％（1人） 不明 5.3％（4人）

工場からの曝露
22.7％（17人）

職業曝露
69.3％（52人）

学校曝露
1.3％（1人）

家族曝露 1.3％（1人） 不明 5.3％（4人）

工場からの曝露
22.7％（17人）

36～92歳
平均 66.8±9.6（歳）

4か月～68年
平均 18.5±15.2（年）
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●労災申請状況

●救済申請状況

申請しなかった
24.0％（18人）

認定された
69.3％（52人）

申請したが
認定されなかった
2.7％（2人）

申請中
4.0％（3人）

申請しなかった
24.0％（18人）

認定された
69.3％（52人）

申請したが
認定されなかった
2.7％（2人）

申請中
4.0％（3人）

申請しなかった
20.0％（15人）

認定された
49.3％（37人）

労災認定されたので
取り下げた
21.3％（16人）

申請したが
認定されなかった
4.0％（3人）

申請中
5.3％（4人）

申請しなかった
20.0％（15人）

認定された
49.3％（37人）

労災認定されたので
取り下げた
21.3％（16人）

申請したが
認定されなかった
4.0％（3人）

申請中
5.3％（4人）



胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果

6

●病気について医師は患
者さんへ説明しました
か？

診断された時

●診断された頃、患者
さんには胸膜中皮腫の
症状がありましたか？

●診断時に医師から以下
のことについて説明
されましたか？

　（説明を受けたもの）

●中皮腫の診断はスムー
ズでしたか？

あった
93.3％（70人）

胸水 76.0％（57人）

息苦しさ 62.7％（47人）

痛み 52.0％（39人）

咳 13.3％（10人）

なかった
6.7％（5人）

あった
93.3％（70人）

胸水 76.0％（57人）

息苦しさ 62.7％（47人）

痛み 52.0％（39人）

咳 13.3％（10人）

なかった
6.7％（5人）

治療の選択肢

セカンドオピニオン

病気とアスベストの関連

労災・石綿救済申請

患者会

80.0％（60人）

32.0％（24人）

69.3％（52人）

56.0％（42人）

9.3％（7人）

治療の選択肢

セカンドオピニオン

病気とアスベストの関連

労災・石綿救済申請

患者会

80.0％（60人）

32.0％（24人）

69.3％（52人）

56.0％（42人）

9.3％（7人）

スムーズに診断された
33.3％（25人）

なかなか診断されなかった
21.3％（16人）

あまりスムーズに
診断されなかった
10.7％（8人）

どちらでもない
8.0％（6人）

概ねスムーズに診断された
26.2％（20人）

スムーズに診断された
33.3％（25人）

なかなか診断されなかった
21.3％（16人）

あまりスムーズに
診断されなかった
10.7％（8人）

どちらでもない
8.0％（6人）

概ねスムーズに診断された
26.2％（20人）

説明された
85.3％（64人）

説明はなかった 14.7％（11人）

病気について

余命について 説明された
48.0％（36人）

説明はなかった
52.0％（39人）

説明された
85.3％（64人）

説明はなかった 14.7％（11人）

病気について

余命について 説明された
48.0％（36人）

説明はなかった
52.0％（39人）
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●診断以前に職場や近所に、
中皮腫やアスベストによる
肺がんなど、アスベストに
関連する病気のお知り合い
の方がいましたか？

●診断時の医療サービスにつ
いてどれくらい満足してい
ますか？

●治療方法を選ぶにあたって、ご家族は何を重視しましたか？

いた
17.3％（13人）

いなかった
82.7％（62人）

いた
17.3％（13人）

いなかった
82.7％（62人）

非常に不満足
18.7％（14人）

不満足
18.7％（14人）

やや不満足 20.0％（15人）

非常に満足
1.3％（1人）

満足
13.3％（10人）

やや満足
26.7％（20人）

非常に不満足
18.7％（14人）

不満足
18.7％（14人）

やや不満足 20.0％（15人）

非常に満足
1.3％（1人）

満足
13.3％（10人）

やや満足
26.7％（20人）

■　　　　　　　　■　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　■

余命を延ばすこと

体への負担が
少ないこと

入院せず自宅で
過ごせること

患者さんが仕事を
続けられること

ご家族の負担が
　少ないこと

費用負担が少ないこと

医師が勧めるもの

　とても重視した　　重視した　　どちらでもない　　あまり重視せず　　全く重視せず

50.7％（38人） 21.3％（16人）
5.3％（4人）

16.0％（12人） 2.7％
（2人）

58.7％（44人） 30.7％（23人）
6.7％（5人）

4.0％（3人）

2.7％（2人）

36.0％（27人） 18.7％（14人）21.3％（16人）
9.3％（7人）12.0％（9人）

57.3％（43人）20.0％（15人）
18.0％（6人）

0.0％
（0人） 10.7％（8人）

29.3％（22人）24.0％（18人）21.3％（16人）
16.0％（12人）

6.7％（5人）

16.0％（12人） 18.7％（14人）

13.3％（10人）

58.7％（44人） 18.7％（14人）

29.3％（22人）21.3％（16人）

0.0％
（0人）

0.0％
（0人）

16.0％（12人）

余命を延ばすこと

体への負担が
少ないこと

入院せず自宅で
過ごせること

患者さんが仕事を
続けられること

ご家族の負担が
　少ないこと

費用負担が少ないこと

医師が勧めるもの

　とても重視した　　重視した　　どちらでもない　　あまり重視せず　　全く重視せず

50.7％（38人） 21.3％（16人）
5.3％（4人）

16.0％（12人） 2.7％
（2人）

58.7％（44人） 30.7％（23人）
6.7％（5人）

4.0％（3人）

2.7％（2人）

36.0％（27人） 18.7％（14人）21.3％（16人）
9.3％（7人）12.0％（9人）

57.3％（43人）20.0％（15人）
18.0％（6人）

0.0％
（0人） 10.7％（8人）

29.3％（22人）24.0％（18人）21.3％（16人）
16.0％（12人）

6.7％（5人）

16.0％（12人） 18.7％（14人）

13.3％（10人）

58.7％（44人） 18.7％（14人）

29.3％（22人）21.3％（16人）

0.0％
（0人）

0.0％
（0人）

16.0％（12人）
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治療について

化学療法が効かなくなった時

●患者さんの受けた中皮腫の
治療について

●この頃の患者さんにみられ
た症状 

■
■
■

手術

化学療法

放射線療法

緩和ケア

22.7％（17人）

72.0％（54人）

24.0％（18人）

58.7％（44人）

　胸膜肺全摘術（12人）
　胸膜切除（剥皮）術（3人）
　不明（2人）

手術

化学療法

放射線療法

緩和ケア

22.7％（17人）

72.0％（54人）

24.0％（18人）

58.7％（44人）

　胸膜肺全摘術（12人）
　胸膜切除（剥皮）術（3人）
　不明（2人）

息苦しさ

痛み

吐き気

便秘

動悸

不眠

不安

浮腫

食欲不振

だるさ

飲み込みにくさ

75.6％（31人）

78.0％（32人）

46.3％（19人）

36.6％（15人）

12.2％（5人）

43.9％（18人）

68.3％（28人）

24.4％（10人）

68.3％（28人）

53.7％（22人）

17.1％（7人）

息苦しさ

痛み

吐き気

便秘

動悸

不眠

不安

浮腫

食欲不振

だるさ

飲み込みにくさ

75.6％（31人）

78.0％（32人）

46.3％（19人）

36.6％（15人）

12.2％（5人）

43.9％（18人）

68.3％（28人）

24.4％（10人）

68.3％（28人）

53.7％（22人）

17.1％（7人）

●中皮腫と診断される以前に、
今後の人生で死に至る病に
なった際の治療や療養につ
いての意向を話し合ったこ
とはありますか？

38.7％（29人）話したことがある

話したことはない 61.3％（46人）

38.7％（29人）話したことがある

話したことはない 61.3％（46人）
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●その時患者さんは、どこに
いらっしゃいましたか？

●この頃に、今後の治療方針
や療養場所について、ご家
族で意見が分かれることは
ありましたか？

●この頃に主治医以外の誰か
に相談しましたか？

●この時期に受けた医療サー
ビスや支援についてどれく
らい満足していますか？

57.9％（22人）入院していた

自宅 42.1％（16人）

57.9％（22人）入院していた

自宅 42.1％（16人）

14.6％（6人）あった

なかった 85.4％（35人）

14.6％（6人）あった

なかった 85.4％（35人）

主治医以外の専門医
（セカンドオピニオン）

29.3％（12人）

ケアマネージャー
4.9％（2人）

患者会
26.8％（11人）

病院の看護師
17.1％（7人）

かかりつけ医
19.5％（8人）

主治医以外の専門医
（セカンドオピニオン）

29.3％（12人）

ケアマネージャー
4.9％（2人）

患者会
26.8％（11人）

病院の看護師
17.1％（7人）

かかりつけ医
19.5％（8人）

不満足
14.6％（6人）

やや満足
24.4％（10人）

非常に満足
2.4％（1人）

満足
19.5％（8人）

非常に不満足
17.1％（7人）

やや不満足
22.0％（9人）

不満足
14.6％（6人）

やや満足
24.4％（10人）

非常に満足
2.4％（1人）

満足
19.5％（8人）

非常に不満足
17.1％（7人）

やや不満足
22.0％（9人）
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状態が最期にとても悪くなった時

●この頃の患者さんにみられ
た症状

●その時患者さんは、どこに
いらっしゃいましたか？

●具合がとても悪くなって、
どうしましたか？

息苦しさ

痛み

吐き気

便秘

動悸

不眠

不安

浮腫

食欲不振

だるさ

飲み込みにくさ

84.0％（63人）

84.0％（63人）

37.3％（28人）

42.7％（32人）

20.0％（15人）

48.0％（36人）

57.3％（43人）

28.0％（21人）

74.7％（56人）

54.7％（41人）

45.3％（34人）

息苦しさ

痛み

吐き気

便秘

動悸

不眠

不安

浮腫

食欲不振

だるさ

飲み込みにくさ

84.0％（63人）

84.0％（63人）

37.3％（28人）

42.7％（32人）

20.0％（15人）

48.0％（36人）

57.3％（43人）

28.0％（21人）

74.7％（56人）

54.7％（41人）

45.3％（34人）

いつも定期受診する
病院を受診した
26.7％（20人）

かかりつけの医師に
往診してもらった
10.7％（8人）

訪問看護師
2.7％（2人）

緩和ケア 2.7％（2人）

ケアマネージャー・
病院の看護師に相談した
10.7％（12人）

いつも定期受診する
病院に電話で相談した

13.3％（10人）

救急外来を受診した
9.3％（7人）

いつも定期受診する
病院を受診した
26.7％（20人）

かかりつけの医師に
往診してもらった
10.7％（8人）

訪問看護師
2.7％（2人）

緩和ケア 2.7％（2人）

ケアマネージャー・
病院の看護師に相談した
10.7％（12人）

いつも定期受診する
病院に電話で相談した

13.3％（10人）

救急外来を受診した
9.3％（7人）

入院していた
48.0％（36人）

自宅
42.7％（32人）

その他 9.3％（7人）

入院していた
48.0％（36人）

自宅
42.7％（32人）

その他 9.3％（7人）
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患者さんの最期について

●亡くなられた場所はどこで
すか？

●患者さんが亡くなる直前の
状態について

●この頃の医療サービスにつ
いてどれくらい満足してい
ますか？

緩和ケア病棟・ホスピス
42.7％（32人）

胸部内科・外科病院
34.7％（26人）

一般病棟
8.0％（6人）

自宅
14.7％（11人）

緩和ケア病棟・ホスピス
42.7％（32人）

胸部内科・外科病院
34.7％（26人）

一般病棟
8.0％（6人）

自宅
14.7％（11人）

■　　　　　　■　　　　　　　　　■
■　　　　　　■　　　　　　　　　■

痛み

息苦しさ

だるさ

心の苦しみ

41.3％（31人）
12.0％（9人）

24.0％（18人）
10.7％（8人）

2.7％（2人）1.3％（7人）

54.7％（41人）
12.0％（9人） 8.0％（6人）

10.3％（10人）

9.3％（7人）

2.7％（2人）

41.3％（31人）
10.7％（8人） 20.0％（15人）

12.0％（9人）

10.7％（8人）

5.3％（4人）

46.7％（35人）
14.7％（11人） 8.0％（6人）

12.0％（9人）

9.3％（7人）

9.3％（7人）

　なかった　　　ほとんどなかった　　どちらでもない
　少しあった　　ひどくあった　　　　無回答

痛み

息苦しさ

だるさ

心の苦しみ

41.3％（31人）
12.0％（9人）

24.0％（18人）
10.7％（8人）

2.7％（2人）1.3％（7人）

54.7％（41人）
12.0％（9人） 8.0％（6人）

10.3％（10人）

9.3％（7人）

2.7％（2人）

41.3％（31人）
10.7％（8人） 20.0％（15人）

12.0％（9人）

10.7％（8人）

5.3％（4人）

46.7％（35人）
14.7％（11人） 8.0％（6人）

12.0％（9人）

9.3％（7人）

9.3％（7人）

　なかった　　　ほとんどなかった　　どちらでもない
　少しあった　　ひどくあった　　　　無回答

不満足
17.3％（13人）

やや満足
28.0％（21人）

非常に満足 1.3％（1人）

満足
10.7％（8人） 非常に不満足

22.7％（17人）

やや不満足
20.0％（15人）

不満足
17.3％（13人）

やや満足
28.0％（21人）

非常に満足 1.3％（1人）

満足
10.7％（8人） 非常に不満足

22.7％（17人）

やや不満足
20.0％（15人）



胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果

12

●患者さんご自身は、中皮腫と診断されてから亡くなるまで、療養生活をどのように
感じていたと思いますか？

■　　　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　　　　■
■　　　　　　　　　■　　　　　　　■

40.0％
（30人）

からだの苦痛が
少なく過ごせた

望んだ場所で過ごせた

楽しみになることがあった

医師を信頼していた

人に迷惑をかけて
辛いとじていた

ご家族や友人と十分に
時間を過ごせた

身の回りのことはたいてい
自分でできた

落ち着いた環境で過ごせた

28.0％
（21人）

9.3％
（7人）

10.7％
（8人）

6.7％（5人）

6.7％（5人）

5.3％
（4人）

20.0％
（15人）

13.3％
（10人）

8.0％
（6人）

25.3％
（19人）

12.0％
（9人）

14.7％
（11人）

6.7％
（5人）

20.0％
（15人）

18.7％
（14人）

17.3％
（13人）

8.0％
（6人）

17.3％
（13人）

16.0％
（12人）

2.7％
（2人）

25.3％
（19人）

9.3％
（7人）

22.7％
（17人）

22.7％
（17人）

6.7％（5人）

6.7％（5人）

6.7％
（5人）

17.3％
（13人）

12.0％
（9人）

20.0％
（15人）

14.7％
（11人）

13.3％
（10人）

21.3％
（16人）

6.7％（5人）

5.3％（4人）

1.3％（1人）

1.3％
（1人）

20.0％
（15人）

13.3％
（10人）

30.7％
（23人）

12.0％
（9人）

10.7％
（8人）

6.7％
（5人）

18.7％
（14人）

24.0％
（18人）

8.0％
（6人）

14.7％
（11人）

14.7％
（11人）

17.3％
（13人）

2.7％
（2人）

24.0％
（18人）

8.0％
（6人）

13.3％
（10人）

14.7％
（11人）

25.3％
（19人）

12.0％
（9人）

2.7％
（2人）

25.3％
（19人）

25.3％
（19人）

20.0％
（15人）

13.3％
（10人）

9.3％
（7人）人として大切にされていた

　全くそう思わない　　そう思わない　　あまりそう思わない　　どちらともいえない　
　ややそう思う　　　　そう思う　　　　非常にそう思う

40.0％
（30人）

からだの苦痛が
少なく過ごせた

望んだ場所で過ごせた

楽しみになることがあった

医師を信頼していた

人に迷惑をかけて
辛いとじていた

ご家族や友人と十分に
時間を過ごせた

身の回りのことはたいてい
自分でできた

落ち着いた環境で過ごせた

28.0％
（21人）

9.3％
（7人）

10.7％
（8人）

6.7％（5人）

6.7％（5人）

5.3％
（4人）

20.0％
（15人）

13.3％
（10人）

8.0％
（6人）

25.3％
（19人）

12.0％
（9人）

14.7％
（11人）

6.7％
（5人）

20.0％
（15人）

18.7％
（14人）

17.3％
（13人）

8.0％
（6人）

17.3％
（13人）

16.0％
（12人）

2.7％
（2人）

25.3％
（19人）

9.3％
（7人）

22.7％
（17人）

22.7％
（17人）

6.7％（5人）

6.7％（5人）

6.7％
（5人）

17.3％
（13人）

12.0％
（9人）

20.0％
（15人）

14.7％
（11人）

13.3％
（10人）

21.3％
（16人）

6.7％（5人）

5.3％（4人）

1.3％（1人）

1.3％
（1人）

20.0％
（15人）

13.3％
（10人）

30.7％
（23人）

12.0％
（9人）

10.7％
（8人）

6.7％
（5人）

18.7％
（14人）

24.0％
（18人）

8.0％
（6人）

14.7％
（11人）

14.7％
（11人）

17.3％
（13人）

2.7％
（2人）

24.0％
（18人）

8.0％
（6人）

13.3％
（10人）

14.7％
（11人）

25.3％
（19人）

12.0％
（9人）

2.7％
（2人）

25.3％
（19人）

25.3％
（19人）

20.0％
（15人）

13.3％
（10人）

9.3％
（7人）人として大切にされていた

　全くそう思わない　　そう思わない　　あまりそう思わない　　どちらともいえない　
　ややそう思う　　　　そう思う　　　　非常にそう思う
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■　　　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　　　　■
■　　　　　　　　　■　　　　　　　■

21.3％
（16人）

28.0％
（21人）

28.0％
（21人）

9.3％
（7人）

4.0％（3人）5.3％（4人）

4.0％
（3人）

24.0％
（18人）

18.7％
（14人）

13.3％
（10人）

16.0％
（12人）

9.3％
（7人）

17.3％
（13人）

1.3％
（1人）

26.7％
（20人）

16.0％
（12人）

9.3％
（7人）

16.0％
（12人）

12.0％
（9人）

18.7％
（14人）

1.3％
（1人）

20.0％
（15人）

12.0％
（9人）

10.7％
（8人）

8.0％
（6人）

20.0％
（15人）

14.7％
（11人）

24.0％
（18人）

14.7％
（11人）

14.7％
（11人）

14.7％
（11人）

9.3％
（7人）

14.7％
（11人）

14.7％
（11人）

8.0％
（6人）

34.7％
（26人）

25.3％
（19人）

14.7％
（11人）

17.3％
（13人）

4.0％（3人）

4.0％（3人）

0.0％
（0人）

30.7％
（23人）

14.7％
（11人）

16.0％
（12人）

21.3％
（16人）

18.7％
（14人）

44.0％
（33人）

8.0％
（6人）

8.0％
（6人）

10.7％
（8人）

6.7％
（5人）

52.0％
（39人）

20.0％
（15人）

8.0％
（6人）

9.3％
（7人）

1.3％（1人）

4.0％（3人）

5.3％
（4人）

5.3％（4人）

5.3％（4人）

4.0％（3人）

6.7％（5人）

人生をまっとうしたと
感じていた

納得がいくまで治療を
受けられた

自然に近いかたちで
すごせた

大切な人に伝えたいことを
伝えられた

先々に起こることを
詳しく知っていた

病気や死を意識せずに
過ごせた

他人に弱った姿を見せて
辛いと感じていた

生きていることに
価値を感じていた

信仰に支えられていた

　全くそう思わない　　そう思わない　　あまりそう思わない　　どちらともいえない　
　ややそう思う　　　　そう思う　　　　非常にそう思う

21.3％
（16人）

28.0％
（21人）

28.0％
（21人）

9.3％
（7人）

4.0％（3人）5.3％（4人）

4.0％
（3人）

24.0％
（18人）

18.7％
（14人）

13.3％
（10人）

16.0％
（12人）

9.3％
（7人）

17.3％
（13人）

1.3％
（1人）

26.7％
（20人）

16.0％
（12人）

9.3％
（7人）

16.0％
（12人）

12.0％
（9人）

18.7％
（14人）

1.3％
（1人）

20.0％
（15人）

12.0％
（9人）

10.7％
（8人）

8.0％
（6人）

20.0％
（15人）

14.7％
（11人）

24.0％
（18人）

14.7％
（11人）

14.7％
（11人）

14.7％
（11人）

9.3％
（7人）

14.7％
（11人）

14.7％
（11人）

8.0％
（6人）

34.7％
（26人）

25.3％
（19人）

14.7％
（11人）

17.3％
（13人）

4.0％（3人）

4.0％（3人）

0.0％
（0人）

30.7％
（23人）

14.7％
（11人）

16.0％
（12人）

21.3％
（16人）

18.7％
（14人）

44.0％
（33人）

8.0％
（6人）

8.0％
（6人）

10.7％
（8人）

6.7％
（5人）

52.0％
（39人）

20.0％
（15人）

8.0％
（6人）

9.3％
（7人）

1.3％（1人）

4.0％（3人）

5.3％
（4人）

5.3％（4人）

5.3％（4人）

4.0％（3人）

6.7％（5人）

人生をまっとうしたと
感じていた

納得がいくまで治療を
受けられた

自然に近いかたちで
すごせた

大切な人に伝えたいことを
伝えられた

先々に起こることを
詳しく知っていた

病気や死を意識せずに
過ごせた

他人に弱った姿を見せて
辛いと感じていた

生きていることに
価値を感じていた

信仰に支えられていた

　全くそう思わない　　そう思わない　　あまりそう思わない　　どちらともいえない　
　ややそう思う　　　　そう思う　　　　非常にそう思う
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●患者さんが亡くなられた場所で、亡くなる1か月以内に受けられた医療の評価

■　　　　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　
■　　　　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　　　■

29.3％（22人） 37.3％（28人） 16.0％（12人）
2.7％（2人）

5.3％（4人） 8.0％（6人）

1.3％
（1人）

21.3％（16人） 34.7％（26人） 25.3％（19人）
4.0％（3人）

6.7％（5人） 5.3％（4人）

2.7％
（2人）

32.0％（24人） 21.3％（16人） 18.7％（14人）
6.7％（5人）

5.3％（4人）

4.0％
（3人）

12.0％（9人）

29.3％（22人） 16.0％（12人）22.7％（17人）
6.7％（5人）

5.3％（4人）

6.7％（5人）13.3％（10人）

16.0％（12人） 45.3％（34人） 18.7％（14人）
8.0％（6人）

8.0％（6人） 2.7％（2人）

1.3％
（1人）

28.0％（21人） 32.0％（24人）
4.0％（3人）

12.0％（9人） 12.0％（9人）

1.3％
（1人）

10.7％（8人）

20.0％（12人） 28.0％（21人） 25.3％（19人）
8.0％（6人）

8.0％（6人）

5.3％（4人）5.3％（4人）

34.7％（26人） 24.0％（18人） 20.0％（15人）
2.7％（2人）

6.7％（5人） 1.3％（1人）

10.7％（8人）

22.7％（17人） 32.0％（24人） 17.3％（13人）
8.0％（6人）

10.7％（8人） 6.7％（5人）

2.7％
（2人）

40.0％（30人） 28.0％（21人）
1.3％（1人）

9.3％（7人） 6.7％（5人）

1.3％
（1人）

13.3％（10人）

医師は患者さんのからだの苦痛を
やわらげるように努めていた

看護師は患者さんのからだの苦痛を
やわらげるように努めていた

患者さんの不安や心配をやわらげる
ようにスタッフは努めていた

医師から患者さんへの病状や治療
内容の説明は十分だった

医師からご家族への病状や治療内容
の説明は十分だった

病室（自宅）は生活しやすく快適
だった

ご家族が健康を維持できるような
配慮があった

支払った費用は妥当だった

必要な時に待たずに入院（利用）
できた

医師や看護師どうしの連携は
よかった

　非常にそう思う　　　　そう思う　　　　ややそう思う　
　あまりそう思わない　　そう思わない　　全くそう思わない　　該当なし

29.3％（22人） 37.3％（28人） 16.0％（12人）
2.7％（2人）

5.3％（4人） 8.0％（6人）

1.3％
（1人）

21.3％（16人） 34.7％（26人） 25.3％（19人）
4.0％（3人）

6.7％（5人） 5.3％（4人）

2.7％
（2人）

32.0％（24人） 21.3％（16人） 18.7％（14人）
6.7％（5人）

5.3％（4人）

4.0％
（3人）

12.0％（9人）

29.3％（22人） 16.0％（12人）22.7％（17人）
6.7％（5人）

5.3％（4人）

6.7％（5人）13.3％（10人）

16.0％（12人） 45.3％（34人） 18.7％（14人）
8.0％（6人）

8.0％（6人） 2.7％（2人）

1.3％
（1人）

28.0％（21人） 32.0％（24人）
4.0％（3人）

12.0％（9人） 12.0％（9人）

1.3％
（1人）

10.7％（8人）

20.0％（12人） 28.0％（21人） 25.3％（19人）
8.0％（6人）

8.0％（6人）

5.3％（4人）5.3％（4人）

34.7％（26人） 24.0％（18人） 20.0％（15人）
2.7％（2人）

6.7％（5人） 1.3％（1人）

10.7％（8人）

22.7％（17人） 32.0％（24人） 17.3％（13人）
8.0％（6人）

10.7％（8人） 6.7％（5人）

2.7％
（2人）

40.0％（30人） 28.0％（21人）
1.3％（1人）

9.3％（7人） 6.7％（5人）

1.3％
（1人）

13.3％（10人）

医師は患者さんのからだの苦痛を
やわらげるように努めていた

看護師は患者さんのからだの苦痛を
やわらげるように努めていた

患者さんの不安や心配をやわらげる
ようにスタッフは努めていた

医師から患者さんへの病状や治療
内容の説明は十分だった

医師からご家族への病状や治療内容
の説明は十分だった

病室（自宅）は生活しやすく快適
だった

ご家族が健康を維持できるような
配慮があった

支払った費用は妥当だった

必要な時に待たずに入院（利用）
できた

医師や看護師どうしの連携は
よかった

　非常にそう思う　　　　そう思う　　　　ややそう思う　
　あまりそう思わない　　そう思わない　　全くそう思わない　　該当なし

●全般的に、患者さんが亡く
なられた場所で受けた医療
は満足でしたか？

非常に不満足
8.0％（6人）

やや不満足
22.7％（17人）

満足
5.3％（4人）

非常に満足 8.0％（6人）

やや満足
20.0％（15人）

不満足
36.0％（27人）

非常に不満足
8.0％（6人）

やや不満足
22.7％（17人）

満足
5.3％（4人）

非常に満足 8.0％（6人）

やや満足
20.0％（15人）

不満足
36.0％（27人）
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ご遺族自身について

●性別

●患者さんとの関係 ●患者さんが亡くなった時期について、
あなたはどう感じていますか？

●年齢

女
78.7％（59人）

男
21.3％（16人）

女
78.7％（59人）

男
21.3％（16人）

予想よりずっと
遅かった
2.7％（2人）

大体予想通り
14.7％（11人）予想よりずっと

早かった
40.0％（30人）

予想より早かった
36.0％（27人）

予想より
遅かった
6.7％（5人）

予想よりずっと
遅かった
2.7％（2人）

大体予想通り
14.7％（11人）予想よりずっと

早かった
40.0％（30人）

予想より早かった
36.0％（27人）

予想より
遅かった
6.7％（5人）

配偶者
73.3％（55人）

子
26.7％（20人）

配偶者
73.3％（55人）

子
26.7％（20人）

32～82歳
平均 62.9±12.1（歳）



胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果

16

●あなたが望んだように看取りができま
したか？

●患者さんが中皮腫になったことで、 
経済的困難を体験しましたか？

●アスベストが原因でご家族が病気になっ
たことについて、どのように感じますか？

●患者さんが中皮腫になったことで、あな
たやご家族の人生に影響がありましたか？

全くできなかった
9.3％（7人）

だいたいできた
25.3％（19人）あまりできなかった

36.0％（27人）

どちらでもない
20.0％（15人）

十分できた
9.3％（7人）

全くできなかった
9.3％（7人）

だいたいできた
25.3％（19人）あまりできなかった

36.0％（27人）

どちらでもない
20.0％（15人）

十分できた
9.3％（7人）

とても困った
16.0％（12人）

あまり困らなかった
21.3％（16人）

少し困った
20.0％（15人）

どちらでもない
28.0％（21人）

全く困らなかった
14.7％（11人）

とても困った
16.0％（12人）

あまり困らなかった
21.3％（16人）

少し困った
20.0％（15人）

どちらでもない
28.0％（21人）

全く困らなかった
14.7％（11人）

全く怒りを感じない
0.0％（0人）

激しい怒りを
感じる

77.3％（58人）

どちらでもない
4.0％（3人）

あまり怒りを感じない
1.3％（1人）

少し怒りを
感じる

17.3％（13人）

全く怒りを感じない
0.0％（0人）

激しい怒りを
感じる

77.3％（58人）

どちらでもない
4.0％（3人）

あまり怒りを感じない
1.3％（1人）

少し怒りを
感じる

17.3％（13人）

私の人生には全く
影響はなかった
1.3％（1人）

少し人生に
影響が出た
36.0％（27人）

人生にあまり
影響はなかった
1.3％（1人）

どちらでもない
8.0％（6人）

私の人生は全く
変わってしまった
53.3％（40人）

私の人生には全く
影響はなかった
1.3％（1人）

少し人生に
影響が出た
36.0％（27人）

人生にあまり
影響はなかった
1.3％（1人）

どちらでもない
8.0％（6人）

私の人生は全く
変わってしまった
53.3％（40人）
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●患者さんの死を受け入れることはどのくらい大変ですか？

●悲嘆（大切な人を亡くしたことによる嘆き悲しみやまたその人に会いたいと、とても切
なくさみしく感じる気持ち）のために、今でも生活に支障がどのくらいありますか？

●患者さんが亡くなった時の光景やその時に考えたこと、また、患者さんの死に関す
る色々な考えによって悩まされることはありますか？

●患者さんが生きていた時にあなたがしていたことで、患者さんがもういなくなって
しまったことを思い起こさせるために、もはやそれをする気になれずに、避けてい
ることはありますか？

●患者さんが亡くなってから、以前は家族や友達のように親しかった人も含めて、他
の人から切り離されたり、距離があるように感じることはどのくらいありますか？

複雑性悲嘆

全く大変ではない 2.7％（2人） 多少大変である 21.3％（16人）

かなり大変である 76.0％（57人）

全く大変ではない 2.7％（2人） 多少大変である 21.3％（16人）

かなり大変である 76.0％（57人）

全く支障ない 8.0％（6人）

多少支障がある  57.3％（43人） かなり支障がある 34.7％（26人）

全く支障ない 8.0％（6人）

多少支障がある  57.3％（43人） かなり支障がある 34.7％（26人）

悩まされることは全くない 10.7％（8人）

悩まされることが多少ある 52.0％（39人） 悩まされることがかなりある 37.3％（28人）

悩まされることは全くない 10.7％（8人）

悩まされることが多少ある 52.0％（39人） 悩まされることがかなりある 37.3％（28人）

避けることは全くない 40.0％（30人） 避けることが多少ある 49.3％（37人）

避けることがかなりある 10.7％（8人）

避けることは全くない 40.0％（30人） 避けることが多少ある 49.3％（37人）

避けることがかなりある 10.7％（8人）

距離を感じることは全くない 53.3％（40人） 距離を感じることが多少ある 36.0％（27人）

距離を感じることがかなりある 10.7％（8人）

距離を感じることは全くない 53.3％（40人） 距離を感じることが多少ある 36.0％（27人）

距離を感じることがかなりある 10.7％（8人）

複雑性悲嘆の可能性が低い（1-4）

30.7％（23人）
閾値以下だが複雑性悲嘆の可能性がある（5-7）

52.0％（39人）
複雑性悲嘆の可能性が高い（8以上）

17.3％（13人）
複雑性悲嘆の可能性が低い（1-4）

30.7％（23人）
閾値以下だが複雑性悲嘆の可能性がある（5-7）

52.0％（39人）
複雑性悲嘆の可能性が高い（8以上）

17.3％（13人）

複雑性悲嘆の可能性
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●この２週間、次のような問題にどのくらい頻繁に悩まされていますか？

●上の問題によって仕事や家事をしたり、他の人と仲良くやっていくことがどのくら
い困難になっていますか？

抑うつ

■　　　　　■　　　　　■　　　　　■

45.3％（34人） 37.3％（28人）

14.7％（11人） 2.7％（2人）

42.7％（32人） 38.7％（29人）

16.0％（12人） 2.7％（2人）

30.7％（23人） 44.0％（33人）

16.0％（12人） 9.3％（7人）

32.0％（24人） 52.0％（39人）

10.7％（8人） 5.3％（4人）

52.0％（39人） 28.0％（21人）

16.0％（12人） 4.0％（3人）

64.0％（48人） 29.3％（22人）

2.7％（2人） 4.0％（3人）

65.3％（49人） 25.3％（19人）

4.0％（3人） 5.3％（4人）

70.7％（53人） 24.0％（18人）

5.3％（4人） 0.0％（0人）

86.7％（65人） 13.3％（10人）

0.0％（0人） 0.0％（0人）

１．物事に対してほとんど興味がない、
　　楽しめない

２．気分が落ち込む、憂鬱になる、
　　絶望的な気持ちになる

３．寝つきが悪い、途中で目覚める、
　　又は逆に眠り過ぎる

４．疲れた感じがする、気力がない

５．あまり食欲がない、または食べ過ぎる

６．自分はダメな人間だ、人生の敗北者
　　だと気に病む、または自分自身ある
　　いは家族に申し訳ないと感じる

７．新聞やテレビなどに集中することが
　　難しい 
８．他人が気づくくらいに動きや話し方
　　が遅くなる、あるいはこれと反対に、
　　そわそわしたり、落ち着かず、普段
　　よりも動き回ることがある

９．死んだ方がましだ、あるいは自分を
　　何らかの方法で傷つけようと思った
　　ことがある

　全くない　　週に数日　　週の半分　　ほとんど毎日

45.3％（34人） 37.3％（28人）

14.7％（11人） 2.7％（2人）

42.7％（32人） 38.7％（29人）

16.0％（12人） 2.7％（2人）

30.7％（23人） 44.0％（33人）

16.0％（12人） 9.3％（7人）

32.0％（24人） 52.0％（39人）

10.7％（8人） 5.3％（4人）

52.0％（39人） 28.0％（21人）

16.0％（12人） 4.0％（3人）

64.0％（48人） 29.3％（22人）

2.7％（2人） 4.0％（3人）

65.3％（49人） 25.3％（19人）

4.0％（3人） 5.3％（4人）

70.7％（53人） 24.0％（18人）

5.3％（4人） 0.0％（0人）

86.7％（65人） 13.3％（10人）

0.0％（0人） 0.0％（0人）

１．物事に対してほとんど興味がない、
　　楽しめない

２．気分が落ち込む、憂鬱になる、
　　絶望的な気持ちになる

３．寝つきが悪い、途中で目覚める、
　　又は逆に眠り過ぎる

４．疲れた感じがする、気力がない

５．あまり食欲がない、または食べ過ぎる

６．自分はダメな人間だ、人生の敗北者
　　だと気に病む、または自分自身ある
　　いは家族に申し訳ないと感じる

７．新聞やテレビなどに集中することが
　　難しい 
８．他人が気づくくらいに動きや話し方
　　が遅くなる、あるいはこれと反対に、
　　そわそわしたり、落ち着かず、普段
　　よりも動き回ることがある

９．死んだ方がましだ、あるいは自分を
　　何らかの方法で傷つけようと思った
　　ことがある

　全くない　　週に数日　　週の半分　　ほとんど毎日

全く困難でない 57.3％（43人） やや困難 36.0％（27人）

困難 6.7％（5人） 極端に困難 0.0％（0人）

全く困難でない 57.3％（43人） やや困難 36.0％（27人）

困難 6.7％（5人） 極端に困難 0.0％（0人）

■ ■ ■
■ ■

44.0％（33人） 33.3％（25人）
2.7％

（2人）
2.7％（2人）

17.3％（13人）

　抑うつではない（0-4）　　　　　　 　軽度の抑うつ（5-9） 　　　中等度の抑うつ（10-14）　
　中等度の～重度の抑うつ（15-19）　　重度の抑うつ（20-29） 

44.0％（33人） 33.3％（25人）
2.7％

（2人）
2.7％（2人）

17.3％（13人）

　抑うつではない（0-4）　　　　　　 　軽度の抑うつ（5-9） 　　　中等度の抑うつ（10-14）　
　中等度の～重度の抑うつ（15-19）　　重度の抑うつ（20-29） 

抑うつ の程度
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生活の変化

●全体的に見て、過去１か月間のあなたの健康状態はいかがでしたか？

●過去１か月間に、体を使う日常活動（歩いたり階段を昇ったりなど）をすることが
身体的な理由でどのくらい妨げられましたか？

●過去１か月間に、いつもの仕事（家事も含みます）をすることが、身体的な理由で
どのくらい妨げられましたか？

●過去１か月間に、体の痛みはどれくらいありましたか？

■　　　　　　■　　　　　　■　　　■　　　　　　　　■　　　　　■

16.0％（12人） 42.7％（32人） 32.0％（24人） 8.0％（6人）
0.0％（0人）1.3％（1人）

　最高に良い　　とても良い　　良い　　あまり良くない　　良くない　　ぜんぜん良くない

16.0％（12人） 42.7％（32人） 32.0％（24人） 8.0％（6人）
0.0％（0人）1.3％（1人）

　最高に良い　　とても良い　　良い　　あまり良くない　　良くない　　ぜんぜん良くない

■　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　■
■　　　　　　　　　　　■

53.3％（40人） 20.0％（15人） 16.0％（12人）
1.3％（1人）9.3％（7人）

　全然妨げられなかった　　わずかに妨げられた　　　　　　　　少し妨げられた　
　かなり妨げられた　　　　体を使う日常生活ができなかった

53.3％（40人） 20.0％（15人） 16.0％（12人）
1.3％（1人）9.3％（7人）

　全然妨げられなかった　　わずかに妨げられた　　　　　　　　少し妨げられた　
　かなり妨げられた　　　　体を使う日常生活ができなかった

■　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　■
■　　　　　　　　　　　■

48.0％（36人） 22.7％（17人） 18.7％（14人）
1.3％（1人）

　全然妨げられなかった　　わずかに妨げられた　　　　　　少し妨げられた　
　かなり妨げられた　　　　いつもの仕事ができなかった

9.3％（7人）

48.0％（36人） 22.7％（17人） 18.7％（14人）
1.3％（1人）

　全然妨げられなかった　　わずかに妨げられた　　　　　　少し妨げられた　
　かなり妨げられた　　　　いつもの仕事ができなかった

9.3％（7人）

■　　　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　■

28.0％（21人） 30.7％（23人） 20.0％（15人） 17.3％（13人）
1.3％（1人）2.7％（2人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜんぜんなかった　　かすかな痛み　　軽い痛み　　中くらいの痛み　　強い痛み　　非常に激しい痛み

28.0％（21人） 30.7％（23人） 20.0％（15人） 17.3％（13人）
1.3％（1人）2.7％（2人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜんぜんなかった　　かすかな痛み　　軽い痛み　　中くらいの痛み　　強い痛み　　非常に激しい痛み
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●過去１か月間、どれくらい元気でしたか？

●過去１か月間に、家族や友人との普段のお付き合いが、身体的な理由でどのくらい
妨げされましたか？

●過去１か月間に、心理的な問題（不安を感じた、気分が落ち込んだ、イライラし
た）に、どれ位悩まされましたか？

●過去１月間に、日常行う活動（仕事、学校、家事などの普段の行動）が、心理的な
理由でどれ位妨げられましたか？

■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　■
■　　　　　　　　　　■

9.3％（7人）

41.3％（31人） 29.3％（22人） 12.0％（9人）
8.0％（6人）

　非常に元気だった　　　かなり元気だった　　　　　少し元気だった　
　わずかに元気だった　　ぜんぜん元気でなかった

9.3％（7人）

41.3％（31人） 29.3％（22人） 12.0％（9人）
8.0％（6人）

　非常に元気だった　　　かなり元気だった　　　　　少し元気だった　
　わずかに元気だった　　ぜんぜん元気でなかった

■　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　■
■　　　　　　　　　　　　　■

52.0％（39人） 22.7％（17人） 18.7％（14人）

　ぜんぜん妨げられなかった　　わずかに妨げられた　　　　少し妨げられた　
　かなり妨げられた　　　　　　つきあいができなかった

2.7％（2人）4.0％（3人）
52.0％（39人） 22.7％（17人） 18.7％（14人）

　ぜんぜん妨げられなかった　　わずかに妨げられた　　　　少し妨げられた　
　かなり妨げられた　　　　　　つきあいができなかった

2.7％（2人）4.0％（3人）

■　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■
■　　　　　　　　　　　　　■

25.3％（19人） 37.3％（28人） 20.0％（15人） 16.0％（12人）
1.3％（1人）

　ぜんぜん悩まされなかった　　わずかに悩まされた　　少し悩まされた　
　かなり悩まされた　　　　　　非常に悩まされた

25.3％（19人） 37.3％（28人） 20.0％（15人） 16.0％（12人）
1.3％（1人）

　ぜんぜん悩まされなかった　　わずかに悩まされた　　少し悩まされた　
　かなり悩まされた　　　　　　非常に悩まされた

■　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　■
■　　　　　　　　　　　■

42.7％（32人） 24.0％（18人） 21.3％（16人）
10.7％（8人）

　全然妨げられなかった　　わずかに妨げられた　　　　　　少し妨げられた　
　かなり妨げられた　　　　日常行う行動ができなかった

1.3％（1人）

42.7％（32人） 24.0％（18人） 21.3％（16人）
10.7％（8人）

　全然妨げられなかった　　わずかに妨げられた　　　　　　少し妨げられた　
　かなり妨げられた　　　　日常行う行動ができなかった

1.3％（1人）
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文 章 回 答
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ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの

●患者がイライラしている状態をキャッチして、できるだけ話しかけをしてほしかった。
患者が精神的に不安定な状態であるのを気付かなかったと思われる。“心のケア”がほし
かった。

●今後の治療方針、想定される症状等を細かく説明してほしかった。セカンドラインの抗
がん剤でもまた、シスプラチン＋アリムタを用いた選択肢は医師の不勉強さ、知識、経
験のなさの表れだったような気がする。

●私自身も自分の好きなように生活して、と思っていた。病院でも、本人が自分の体のこと
は一番知っているのだから本人の好きなようにさせてやってくれというお話をいただいた。
娘二人とも社会人になり、主人が内地で弟二人に会いたいときとか、いろいろな細かいこ
と、体力に合わせた行程を用意して、とっても家族で主人を大切に自然に過ごしていた。

●ケアマネージャー等の相談や説明、他の医療の在り方等いっさい聞ける相談窓口を知ら
かった。患者会を知ったときはもう遅かった。

●①マッサージなど外からの緩和療法、②本人と家族それぞれの精神ケア。

●病気についてもっと詳しく聞ける（納得できる説明、カウンセリング）場所、時があっ
たら、主人も家族ももう少し理解しあいながら終末期を過ごせたのではないか。

●治療に関しては医師の指示に従うしかないのでどんなサービスと言われても良くわから
ない。

●看護師の方が度々声をかけてくれありがたく思った。

●患者に対する精神的不安に対する支援があると助かると思う。

●自宅にいる時が多かったので病院が遠かったので。近くのかかりつけ医、訪問看護、、転
院等、本人拒否のため、サービスの準備のみで終わった。

●すべてにおいて初めてのこともあり、先生の言われるままだった。私は自分で患者会 ・
がんの患者さんの集い等に出席、また、いろいろと調べたりはしていた。

●専門医への紹介（１日も早く）。本人も少し良くなったら行こうと考えていた。診断と同
時くらいに専門医に診てほしかった。今でも心残り。

●すぐに退院をさせられたけど胸水がすぐにたまるので食事が全然とれなかったので、家
で過ごすのに看病が大変だった。

化学療法が効かなくなった時期に、どんな医療サービス
や支援があったらよかったですか？
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●患者の身になってもっと考えて医療を進めてほしい。何となく一つの物と治療している
と思われた時がある。

●大学病院で治療が終わって痛みがあっても普通の病院に行きなさいと言われたが、まだ
痛みがあるのに可哀そうだと言ったら、二つの病院に最後のところがある緩和ケアに行
きますかと言われ、お願いし、最後静かに行きました。

●これからについての丁寧な説明 ・ 見通し。はげまし、寄り添う姿勢。

●自宅近くに通院できる病院がほしかった。

●化学療法を行う前に細胞検査等で効果があるかどうかの確認はできないのだろうか。

●効果がないならやらない方が良かったのではと思うことがあった。

●化学療法が苦しまない治療だったら良いのにと思った。

●たくさんの情報提供 ・ 金銭的な援助。

●入院している本人に寄り添ってくださる専門の相談員、他のがんとは違うんだというと
ころを支えてくれるところ。

●今の身体の状態をもっと詳しく説明してほしかった。

●交通の手段。

●この病気のより多くの情報がほしかった。

●病状が一気に進むので毎日が不安だった。私の主人の場合、診断時にすでに末期だった
ので緩和ケア病棟のタイミングが悪く主人に苦しい思いをさせていたと思うので、ケア
病棟の説明や中皮腫の原因はアスベストであると伝え、救済制度や労災申請の知識を Dr
に持ってほしい。

●効果がうすい化学療法を続けていたため、味覚障害や体調不良で、弱る一方だった。も
う少し早めに、薬の投与をやめると苦しみも半減して、延命できたのではと思った。○
○病院で定期的に診断や化学療法をしていたが、６か月ごとにセカンドオピニオンの△
△病院で検査を受けていた。３年間は再発しなかった。

●在宅ケアサービスなど痛みを和らげる。心のケアなど。

●主治医から積極的治療はできないと言われ見放された気がした。他にもう延命する治療
はないのか知りたかったが、知識がなく、放射線治療もタイミングを逃してしまった。
セカンドオピニオンを求めれば良かったのだがその知恵も、その時は浮かばなかった。
社会的な救済については、患者と家族の会の事務局に力になっていただいた。
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ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの

●入院して３か月半くらいで死亡したので、そういうことまで考える余裕がなかった。

●最期はホスピスに入院して（自分たちで探した）痛み、苦痛から解放されたが、病院で
も緩和ケアを紹介するとかしてほしかった。

●治療と並行して緩和ケアを受けるべきだった。

●患者が楽に過ごせるとよいと思った。

●病院食がほとんど食べられなくなっていたにもかかわらず、食事については全く配慮が
なく残念だった。看護師さんが病室にみえても会話を交わすことがなく、清拭のこと、
洗髪のことなどを聞くこともできなかった。最もほしかったのは“心のケア”だ。

●患者の痛みを積極的に取り除く治療。

●緩和ケアのもっと充実を望む。

●治験治療中だった。呼吸困難で呼吸器をつけてしまって、いきなり身動きできず、会話
もできない状態になったため、１ケ月～１ケ月半は筆談できたが徐々にそれもできず、
本人は思いもかけず終末を迎えたと思う。医師、看護師の方々には良くしていただいた。

●訪問してくださる医師も看護師の方もよく話を聞いてくださり希望も聞いてくださった。

●化学療法受ける当日体調悪くなり中止になった。その際の診察が血液検査の結果が出て
いないとのことで１時間以上遅れた。妻は相当苦しがり見てるのが辛かった。（わがまま
な考え方だが別の対応を考えてほしかった）

●病院に行くのに交通が不便なので困った。

●入院を希望していたのだが空きがなくなかなか入ることが出来なかった。

●救急車に来ていただいて、入院、その後近くの病院へ転院となり、職員数が手薄でもっ
としっかり手をかけていただきたかった。

●入院を勧められなかったことが、緩和ケア……だからなのかと思った。（亡くなる４日前
だった）

●今思うこととして、自宅で過ごしたかったと思うので痛みを取る方法があるなら、自宅
で受けれる治療をさせてあげたかった。そんなサービスがあったら良かった。

患者さんの最期の時期に、どんな医療サービスや支援が
あったらよかったですか？
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●酸素ボンベ等による電気（光熱費）の援助金支給等。

●話し相手をしてくださる余裕。

●一生懸命やっていただけたと思っている。

●本人の希望で入院から自宅での在宅介護に切り替えた。入院先の病院の担当部署で自宅
近くの医院を紹介してもらい、往診とケアマネージャーに頼っての介護が始まった。病
院は全く誠意がなく商売（利益）だけ。ケアマネージャーは良くしてくれた。医者の資
質のチェックは不可能だと思うがあまりにもひどかった印象だけが心に残った。

●余命２週間と言われた時にはじめて緩和ケア、ホスピスの説明を受けた。もっと早く教
えてもらいたかった。

●肺全摘術をしたため、他の臓器への支障があり、自宅近くの病院にかかっていたが、中
皮腫でかかっていた病院ではなかったので各々の治療になることに不安があった。病院
同士の横のつながりを強くもてていたら不安も少なかったと思う。中皮腫という病気を
深く知らせ、どの病院にかかっても安心して治療ができるようになればいいと思った。

●中皮腫は治らないと先生から言われた。先生から肺がんなら治せるけど中皮腫は、、、と
言われて、仕方ない、どうにもできなかったのでしょう。わからない。

●もっと早く緩和ケアに切り替えてのびのびと少しでも点滴 ・ マスクなしでの時間がほし
かった。緩和ケアに切り替えて、14日で逝ってしまったから。点滴を外された父は心が
のびのびとして10日で退院だと清々していた。

●緩和ケアで十分だった。実によく診ていただき、本人、家族共に安心してお任せできた。

●本人が不安、心配、いろいろなことで悩んでいたと思う。

●最期に自宅でと考えていたが、サポートがないと家族の負担が重くて大変だった。

●今の状況がどうなのかという詳しい話をしてほしかった。セカンドオピニオンをもっと
簡単に相談できるとよい。

●アスベストに対する Dr の知識（職歴等の質問）。中皮腫に対しての救済制度の情報提供。
肺がんに対してのアスベストの影響（アスベストが原因であることが埋もれている）。 
中皮腫 ・ アスベスト疾患患者と家族の会の存在を知らせる。

●病院は全然何もしてくれないので、夫の私が主治医に聞き自分で行動した。

●県内第１患者なので医療サービスは良かった。

●15年程前、脳梗塞を起こし失語症が後遺症として残った。以後、総合病院の内科を受診
していた。２～３年程前から息苦しいと思われ、医師には伝えたが「そうか、犬みたい
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にハアハア言うのか。。。それは不整脈が起こっているから」と言われ、一日中ではなかっ
たので、様子を見ながら過ごしていた。早くに専門の病院に移った方が良かったかと反
省している。

●状態が非常に悪くなった時には、救急で外来受診するしかなかった。ホスピスについて
は、定期受診していた病院の勧めで、ホスピスを早めに見学し、予約していたため、比
較的スムーズに入院できた。ホスピスはベッド数が不足しているためか、ギリギリまで
中々受け入れてもらえない。もっと緩和ケア病棟を増やしてほしいと思う。

●毎月の定期検診（糖尿病）を受けていたがもっと早くアスベストに侵されているのを見
つけて欲しかった。

●緩和ケアのについての説明、ケアを受けるための手続き支援。

●心のケア　父が傷つくような言葉を言った医師。担当の内科医ではなく検査した外科医
の言葉は今でも私の心の傷として残っている。

●なんで。。。なんで。。。なんで。。としか言いようがない。

●痛みがあり辛かったと思う。

●患者が我慢強すぎて、気が付いてあげられなかったことがあったのではないかと今でも
心が痛む。看護師さんが機械的で、温かみのない対応が気になった。

●本人も家族も心構えがないまま最期を迎えさせられてしまった感じがする。

●入院するときはいつもの入院だと本人も自分も思っていたので、本人も私も、とても心
残りだった。でも、主人や家族が、まさか肺炎になって、それが原因で亡くなるとは思
わなかった。本人もまだまだ生きられると思っていたと思う。けれども、歩くのもつら
くなり（家の中では自由に動いていたけれど）外での生活は、私は普段だと病院につい
て行ってなかったが、一人で行けないからと私に言ったとき、とても驚いた。

●後悔している。自宅でと言っていた本人。でもずんずん辛そうで、私も怖くなり救急車
を呼んで入院したが、市民病院は他の緩和病棟を勧めた。その通りにしたが一週間であっ
という間に。でも痛みを和らげるといって薬を与え、意識のないまま逝ったのがものす
ごく残念で後悔いっぱいで。

患者さんの最期について、感じたことは？
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●主人や私に感謝していた。

●最初の病院で早く診断をしてくださっていたらもう少し命が延びたかもしれない。１年
棒に振った。次の○○病院の○○医師の発言で患者も家族もどん底に突き落とされた。

●治療せずに痛い痛いと言いながらでも、好きなこと（釣り）をしたかったと思う。

●本人の終末への自覚なく召されたことが悔やまれる。治験にすがる思いだったが、緩和
ケアで穏やかな終末が迎えられたなら、その方がよかったのではという悔いは残ってい
る。主人共々少しでも望みがあるならという思いで治験にすがった。二つの道は歩めな
いことを実感している。

●夜中であっても体調が悪い時はすぐ来てくださり有難かった。

●最期の時の迎え方とし考えた際には、家族として、後悔は少ないが、命を落とした原因
が中皮腫であることを考えたら、本人も家族も納得がいかない。人間の寿命としての自
然発生的な疾病ではないから。

●入院中に何回も家に帰るからと言いエレベータ前まで行った。一度退院すれば再入院は
いつになるかわからず、無理やり思いとどまらせたが、退院させてやれば良かったと後
悔することがある。

●医師や看護師がとても冷たかった。くやしい。

●亡くなる数か月前に転院した病院が酷く、ホスピスに移りたいとの本人の希望も空きが
なく移れず、転院が決まったころに亡くなってしまったのが心残りだ。

●精神的な症状がひどくなってきたことについては、精神科と内科間の先生の関係があま
り良くなかったように思う。患者自身の受診しやすい体制でなかった。

●本当に苦しく、最後には殺してくれと私に言った。私も辛く、本当に覚悟していたもの
の、辛く悲しかった。亡くなるときには看護師さんもそばにはいなかった。

●夫は死後、妻子が困らないようにすべての手続きを済ませ、その時にするべき事柄を伝
えたり、妻に対しては、今後のこと、今までのこと等を話し、残された家族が幸せに暮
らせるように配慮してくれた。この仕事で食べさせてもらって、この仕事で命をとられ
るのか、とも話していた。

●緩和病棟に移ってからモルヒネの量が増えてすぐに意識がなくなった。普通病棟にいた
らもっと生きられたのではないかと思った。

●まるで性格が変わったように静かな最期だった。

●長らく咳や、食事もとれなかったのに病院に行かず、いくら言っても言うことを聞いて
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もらえなかった。やっと子供がむりやり病院に連れて行った時にはすでに余命数週間だっ
た。それに市内で一番の病院なのに中皮腫についての知識のある医師もいなく、石綿救
済給付申請用紙すら置いてないし、説明もなかった。それに病室も個室を望んでいたが、
入れてもらえず残念だった。

●看護学生が患者（主人）に亡くなるまで看護してくださったことに感謝している。

●モルヒネによる意識低下の前に適切な説明を受け、お別れしたかったと思う。痰による
苦しみを取ってやりたかった。それだけが心残りだ。

●最期は一日眠ったまま息を引き取った。苦痛をやわらげてもらい、本人も望んでいたの
で、これで良かったのだと思っている。

●家族や周りのみんなが「ただ、自分が死ぬのを待っている」と口にされた時はとっさに
声が出なかった。

●痛みがあり少しでも楽になるようペインクリニックに行くが、治療中たまっていた胸水
で心臓に不整脈が出て意識不明、心肺停止状態となり病院に運ばれた。そのまま意識戻
らず。中皮腫の治療は順調だったのに、それにともなう不整脈で意識がなくなり最期を
迎えたので、痛み、苦しさはなかったのが幸いだった。が、あまりにも急だったので話
したいことが話せず残念だ。

●最初から死という言葉がずっと頭にあって本人はとてもつらかったでしょうが、家族が
毎日、本人の前では明るく接していた。

●モルヒネで痛みを抑える分、意思が朦朧としていた分、痛々しかった。

●最期、マスクを外してほしかった。

●普通のがんではないことから、病室では孤立していたと思う。労災がおりたのが早かっ
たので、亡くなる前に賠償請求を本人ができていたら悔いが少なかったと思う。

●中皮腫の５年前に高血圧性脳内出血を発症し、右半身マヒ、言語障害、感覚障害、高次
脳機能障害であった。脳出血発症以来、何度も家族に伝えたいことなど聞いても一切答
えてくれなかったことが心残りだ。彼の本心を知りたかった。

●今から思うと亡くなる数日前の会話には、自分の寿命をわかっていたような気がする。
もっと寄り添って話を聞いたり介護できていたらと後悔するところが多々ある。

●自分が辛くて、苦しい時でも、母や私を心配していたから、さぞかし心残りがあったと思う。

●薬で苦痛は和らげられたが、せん妄のために本人との意思の疎通が正常にできなかった
ことは心残りだ。
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●酸素吸入を嫌がった。痰が取れず苦しそうだった。ゼイゼイ言っていた。

●病院から緩和ケアに移ってから４、５日で亡くなってしまった。亡くなるときは連休で
病院の先生がいらっしゃらずという感じだった。

●痛みで苦しんで、痛みを取るにはモルヒネしかないと言われ投与してもらって２時間く
らいで意識がなくなり１日で亡くなり、話もできずお別れも言えなかった。モルヒネが
こんなに早く命を縮めるものとは思わなかった。

●思い出したくはないが、自身の不注意で病に侵されたわけではなく、本人は悔しかった
と思う。国の責任だ。

●呼吸困難と痛みをもっと減らしてもらいたい思いが強い。急な悪化があり、十分伝えた
いことが伝えられなかった。

●死ぬ時は家に帰りたいと強い思いがあり死亡10日前に退院して家にて人生を全うした。

●労災は認定されたので、犯罪会社が存在する。犯罪会社の元職員、経営者は誰一人とし
て協力していない。犯罪会社の社員は余計に犯罪者に思えた。家族の努力と、患者の会
のスタッフのみの努力で労災認定を得たと思っている。医者も、診断書（を頼んだとき）、
覚悟を持っていたのか対応は良かった。

●日に日に弱り、失語症の事もあり、医師、家族の者に想いを伝えること出来ず、残念だっ
たと思う。それでも○年の正月は度々見舞いに来る弟、妹、家族と心ばかりの“おせち”
を院内で食した。その時は気分も良かったように思った。後は苦しそうな日々だった。

●亡くなる前１時間くらい非常に痛がった。痛がった時間が少なかったのが、残された家
族がそばに居て介護して安らかに送りたいと願っていたので少し今はほっとしている。
つらかったけれど。。。１時間は長いと感じる人もいると思うが家族が一人一人かわるが
わる背中をさすり励まし続けた姿を見ていて私は涙が出た。本人は痛かっただろうけど
嬉しかったのではないかと思うようにしている。

●病室にクーラーが効かず、早く緩和ケア病棟に移動してあげたかったが空きが出ず、移
ることが出来なかった。

●私の父は在宅と入院を数回繰り返した。在宅のサービスは家族にとっても本人にとって
も満足できるものだった。（ヘルパー、訪問看護師、訪問診察の Dr など）本人のみでな
く家族への温かい声掛けには感謝している。しかし、入院は本人にとっても家族にとっ
てもつらいものだった。Dr、Ns、ソーシャルワーカーの方はとても良くして下さった
が、一人の Ns に虐待され（父のナースコールを無視。父は衰弱し、体交してほしいと
ナースコールをしたのに何時間も夜勤の Ns にスルーされた）。この病院に対して不信感
を今も持っている。最期の２日間を過ごした他病院の緩和ケア病棟は Dr、Ns とも大変
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良くしていただき満足している。

●病院とホスピスの違いを感じた。例えば、粉薬を飲むとき病院では粉を先に口に入れる
ので、むせて苦しそうだった。ホスピスでは粉薬を水に溶かして飲ませてくれた。

●病を訴え、その日に入院してたった２ケ月で亡くなった事は、家族にも受け入れ難いこ
とだった。本人はもちろん私達家族も「治る」ことを願い、元気になることを信じてい
たので、本人には病名も余命も伝えなかった。人工呼吸器を付けられ、目、表情で反応
していたので、耳は聞こえていたのかなと思うし、頭もわかっていたのかと思うと、母
は死の恐怖を抱えながら苦しい治療を受けてそれでも痛みもあり苦しんで亡くなったの
だと思う。苦しまず。。生きて欲しい。。そういう家族の思いは報われない。

●容態がおかしいと感じた時に、左首（リンパのところ）に大きな瘤を見つけた。息を引
き取った時にその場所を見たら、その瘤は小さくなっていた。そして、その後、その瘤
は無くなっていた。

●ナースコールのボタンを押せないように手の届かない所に置かれ、最期は酸素マスクが
外れて顔が紫色になっていた。食事も持って来るだけ。自力では食べられないのに家族
が来ていない時は手をつけない食事をそのままで、食べさせてもらえなかった。

●不安とか不快ではなく驚いた。「病気が先か寿命が先か」。

●医師にセカンドオピニオンで伺った際、今後どのような症状が出てくるのかを尋ねたが、
「痛みや息苦しさは必ず出ます。でも大丈夫です。すぐお迎えが来ますから」と言われ
た。父はこれでかなり医師不信に陥ってしまった。

●あいまいな答えで、いつもいっぱいの不安で。

●不安や不快なことはないが、家族に対してのケアをもっとしてほしい。特に30代という
働き盛りでの療養は、本人にも家族にも負担が多い。経済面はもちろん、精神的な面で。

●治療の手立てがなくなったとき、転院してくれと言われた。希望する緩和ケアの病院も
紹介してくれず（たぶんいっぱいだから）私が直接電話して入院させてもらうことになっ
た。そのとき医師に１カ月以内に亡くなるような病人でないと受け入れられないと言わ
れたこと。

●○○病院の一人のナースはよく病棟を巡回し声をかけてくださっていたが、他のナース

医師や看護師に言われて不安または不快になった言葉は？
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の姿は見たことがない。

●治療を行っていた病院（医師）に肺がんと言われ、石綿との関係があるから労災申請を
したいと私は言ったが、そんなもの認められないと言われたことが不快に思った。

●医師、看護師ともに忙しくてゆっくり話をする時がない、胸膜に水が溜まり、○○病院
に入院した時、医師にアスベストによる胸膜中皮腫の治療経験があれば、初期の治療対
応が良好にできたのではと悔やまれる。

●病状が悪くなっていく段階で部屋の移動を相談された。（移動する部屋は機械室の近くで
音がうるさく見舞いに行ってもベッド間が狭く長く滞在できない。生が長くない患者の
集まりだった。）結果的には移動せずに済んだ。

●先生のされることがあまりにも遅いので。時間がないのに、何か早く。

●言葉はないが、転院先の病院での看護師さんからの扱いが雑で、とても病院とは思えな
かった。

●本人の不調を診察の時に付き添いの私（妻）にいつも質問されると、本人はいつも不機
嫌になったので家に帰ってからが精神的に大変だった。

●今の先生方は患者一人一人の性格等をもっと見て感じてもらいたい。

●治りません。治療方法はありません。初診での短すぎる余命説明。一緒に死のうと考え
たが、本人は生きると約束して。。。

●看護師に抗がん剤をしないと言ったら葬儀の準備をしてくださいと言われショックだっ
た。退院を、入院したかと思ってもすぐにせがまれたので、次の病院（転院）に行くの
に不安だった。４回変わった。

●通院時、担当の医師からきつめの口調で「中皮腫の余命は半年～１年ですから」と父（患
者）に直接言われた。あの時の父の悲しい表情は忘れられない。

●○○病院で手術できるかどうか夫婦で説明を聞いたとき、本人が子供たちのためにも頑
張って10年は生きたい！と言っているのに、そんなに生きられないと言わんばかりにパ
ソコンの資料を見せられ、この病気は予後が悪いからと鼻で笑うかのように話したのが
とても不快、腹が立った。うそでもがんばって10年生きましょうと言ってくれればいいの
に、、、と思った。また、意識がない主人の世話をしてくれた看護師の一部の人は、意識
がないというだけで、下の世話などカーテンも閉めずにしていた。きちんと意識のある人
と同じようにかかわってくる方もいたのに。とてもかわいそうに思えたし、腹が立った。

●患者本人と家族の前で「中皮腫は完全に治りません」先生から言われた時、ショックが
大きい。
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ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの

●一般のがんと同じ扱いでやりきれない日々だった。モルヒネが効いて精神状態が不安定
な日々が続いていたが、「手におえない、暴言が酷い」と苦情を言われた。亡くなる２週
間前の出来事で看護師の態度は冷ややかなものだった。Dr はわかってくれていた。

●告知についての同意を求められず、突然本人の前で告げられた。この病気が今後どのよ
うに進んでいくかの説明もなく、「方法は３つです。手術、放射線、抗がん剤です。車い
すの方は手術できません。あとの２つのどちらを選びますか？」と。青天の霹靂状態の
まま、どう決断したらいいのでしょう。その上、「他の外来患者がいるので次回の予約を
取りますので今日はこれで。」と全く冷たい対応だった。後日、病院の廊下には環境省の
ポスターが貼ってあるのに気付いて自分からコンタクトを取った。患者家族会も自分で
探して電話した。

●研修医？に“予後はどのようにお考えですか？”と聞かれ大変落ち込んでいた時期があっ
た。私も同じようにどのような意味があるのか不安に思った。

●“余命などと言っている場合じゃない！”と言われたこと。

●いつ吐血するかわからないので覚悟をしとくように、その時あわてずに救急に電話して
いつでも病院に来るように言われた。

●不安……病院に受診中、緩和ケアの予約を本人と一緒に来てくださいと言われた時。

●医学的にはもうどうしようもないと言われた。

●言われた不快になった言葉はなかったが、全ての治療を施した県第一患者で、医局から
外科、内科の医師が見学していた。決して良い気分ではなかった。この県では他県に比
べて誤診をすることは少ないと思った。

●15年来かかっていた最初の病院にあまりにも苦しそうで入院を頼んだ。担当医の院長は
「入院してもらいますが伝染病かもしれません。個室を用意します」と。すぐ別の若い医
師が「そうではない」と。何のために“院長先生”を信頼していたのか。まして、入院
して初めて中皮腫がわかったことが悔しい気持ち。

●若い見習い？看護師から低血糖起こした折、「老人はこんなことは時々ある」と言われ、
私は？？？と感じていて、結果、低血糖を起こし回復に時間がかかったが、その看護師
は謝りにも来なかった。今でも怒りを感じる。（その時低血糖を起こしていたことは、後
から呼んだ看護師によりわかった）

●本人が苦しんでいるのでナースコールを押しても「お待ちください」と言って、なかな
か訪室してくれなかったこと。

●自分で食べられないのに、面会に行ったら冷たくなった食事が、父のベッド横に置いた
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ままだった。食事介助もしてくれなくておしぼりも冷たくなっていた。

●発病してから３年間、大学病院の担当医が転院などで変わった。その時は不安だった。

●一番最初に診てもらった医師が患者、家族に配慮ができる人ではなかった。早々に中皮
腫であろうと診断をしてもらえたので、生検手術を含めセカンドオピニオンを受ける行
動を取ることが出来たので良かったが、信頼する事は全く出来なかった。治療しても余
命が長くなる事はほとんど無い。死が近い事を言われた。

●「あと５年は生きたい」と言った父に対して、その時父は79歳で、「日本人の男性の平
均寿命は79歳ですよ」と言われた。私はムカッとしたけれど、父はグッと堪えていた。
その時はたまらない思いだった。冷たい医師は不要だと思った。

●夜間帯も幻覚等で看護師に迷惑をかけたが優しくしてもらった。麻薬を使っていたので。

●いつも元気で明るいとの言葉が嬉しかった。亡くなってからも、通っていた病院の看護
師さんも私にも。

●緩和ケアの病院に移ったが状態が少しずつ良くなったので自宅に引き取った。しばらく
して緩和ケアの主治医がお見舞いに来てくれた。そのとき母はとても喜んでいた。私も
嬉しく思った。

●病院を変えて、緩和ケア病棟 ・ ホスピスでの医師が、仕事で石綿を扱っていたのなら、
因果関係は十分にあるから労災申請するべきだと言ったこと。

●休日の回診はとても心強く安心できた。終末期の○○病院では医師 ・ 看護師の対応に感
謝している。

●急性期病院から緩和ケア施設へ移る際、急性期病院の主治医の先生がこれ以上の治療が
できないことに対して、（はっきりとは文言は覚えていないが）“申し訳ない、力不足で
申し訳ない”という意味合いの言葉を心より言ってくださった。また、転院に際し、力
を尽くしてくださり、自らストレッチャーを押して最後まで見送ってくださった。救急
車が出るとき、頭を深々と下げてくださったこと。緩和ケア施設ではすべてが嬉しかっ
た。

●入院中交代で付き添ったが心身ともに疲れ切っていた。そんな時に医師が回診に来られ
起きかけたが、そのまま寝て休んでいてくださいと言われた。この一言が嬉しかった。

医師や看護師に言われて嬉しかった言葉は？
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ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの

●緩和ケアの担当の先生から亡くなったとき、“ぎりぎりまで自宅に居たいと思っていたご
主人でしたから幸せでしたね”と言われたことか……？

●多々あるのでしょうが、生きる希望を捨てた私でしたので、思い出せない。

●看護師が妻に誕生日おめでとうと言ってくれて折り紙をもらったこと。

●大学病院から普通の病院に変わりなさいと言われた時、最後のところだけど緩和ケアセ
ンターに行きますかと言われ、時々その病棟へ主人を見に来てくださったのは感謝して
いる。

●常に励ましていただいた数々の言葉、全てが嬉しかった。

●私たちにできることがあれば何でも言ってくださいと言われたこと。看護師さんは主人
と楽しく話をしてくださり、喜んでいた。

●主人が皮膚科にかかったときにどうして認定されないの？そんなにひどいのにと、私だっ
たらその様子を見たら認定するよ。受付順に待っていたら、受付に話せばすぐ診てあげ
たのにと優しい言葉をかけてくださった先生、涙が出るほどうれしく感じた。

●長年苦しみながら中皮腫という病名にたどり着けなかった。入院先でたまたま検査をし
ていただいた医師から初めて「アスベストが原因の病気」と言われた。それまで中皮腫
の病名は知らなかった。その医師に巡り会ったことが今となってとても嬉しく？思う。

●嬉しかった言葉ではないが入院した時、先生や看護師さんが、父をすぐに覚えてくれた
ことが嬉しかった。

●入院していた時、△△病院では、時間があれば少しの時間でも主治医が声をかけに来て
くれたと本人は喜んでいた。退院しても自宅に電話をかけて様子を伺ってくれたことも
あった。少しでも検査結果が良ければ、頑張ってますね、期待が持てますよ。と声かけ
をしてくれた。

●先生方はとてもやさしく接してくださった。一生懸命頑張ってくださったのだと感謝は
している。悲しいばかりでわからない。

● Dr より、「辛いとも言わず、本当に一生懸命だね。えらいよ。あと10年は生きられる
心臓だよ。良い音だもの」（主治医変更）

●緩和ケア病棟（診断を受けた病院ではない）での対応が本当に素晴らしいものだった。
その時その時の身体の状態を伝えてもらえ、先の投薬なども一方的でなく必ず説明の上、
本人、私の意志も十分に尊重していただいた。「落ち着いたら家に帰りたい？」「そう」

「じゃ、その方向で準備していきましょうね」
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●亡くなったとき、先生、看護師さんが、「奥さん、よく頑張りましたね。ご主人きれいな身
体ですね。ゆっくり身体休めて無理しないように」と二人で私を抱きしめてくださった。
本当に心が軽くなって泣いてしまった。この時、ポロポロ泣けて良かった。そう思う。

●優しい心で接していただいた。医師に「残された家族のために」と労災申請の協力をし
ていただいた。

●ショックが大きすぎ私本人はあまり記憶がない。

●言われて嬉しいと思った言葉はないが、内科の先生から、「今、退院しなかったら、一
生、退院できなくなるよ。」と言われた。即時に連れて帰った。

●緩和ケアで、とても良い看護師さんが担当で、言葉はなかったが、献身的に、父の事を
考えてお世話をして頂けたので。父も家族も感謝していた。

●かかりつけ病院では中皮腫の治療はできないということで○○病院の呼吸器内科に移る
ことが出来た。ここでは１週間入院で亡くなったが、若い医師、看護師さんの心からの
治療に家族一同、「最期の病院がここで良かった」と今までの悔しさから私たちは解放さ
れた。

●夫が失明したのは亡くなる２週間ほど前のことだ。「ああ、何も見えなくなった」と言っ
た時は悲しかった。その頃から、夫は夜間せん妄が激しくなり、毎晩のように、ホスピ
スの看護師さんにナースコールで来てもらい処置していただいた。「（見えないものが、
怖いものが）見える。。」「きれいな星が見える」と夫は言った。看護師さんは「きっと心
の目で見えるんですよ」と不安がる私に言われた。薬が効き始める時は「きれいな光が
見える。いろんなきれいなものが見える」と夫が言った。せん妄は怖くないのだと、心
の目でちゃんと見えるのだと、私は少し嬉しく思った。

●いつも明るく励みの言葉をかけてくれたので嬉しかった。患者にもそこそこ笑わせてく
れたりしてくれ助かった。

●特にないが、緩和ケア病棟での雰囲気や Dr、Ns の物腰、話し方が本人や家族の希望を
出来るだけ受け入れようという姿勢が見えて良かった。また、Ns にお願いごとをしても
すぐに動いてくれたことや、ナースコールの対応も早く安心した。たった２日間しか過
ごせなかったが非常に感謝している。特にその前に過ごした病院で悲しい思いを（一人
の Ns により）したため、スタッフの温かさが身に染みた。泊まり込みをしたとき、巡
視にすごく時間をかけてくださった。

●大学病院の医師は忙しくしているので、聞きたいことをお手紙に書いて渡した。すると
２、３日後に必ず説明に時間を取ってくれた。

●私がずっと側に居る事が「良かったね」と母に言ってもらえたこと。
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ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの

●アンケートでは答えられない。自分でもよくわからない気持ち（精神）の揺らぎが時々
現れてくる。そして涙があふれてくる。明るい前向きな性格だと思っていた自分が、こ
んなふうになるとは思ってもいなかった。しかし、そんなとき、夫がそばに居て、夫に
甘えているんだと錯覚する感覚でもある。

●現在一人暮らしなので、病気をしない、けがをしないように気を付けている。“悲しい”、
“寂しい”という悲嘆の感情ではなく、二人で行動、活動することが多かったので“つま
らない”、“不便”と感じる方が多い。

●辛かったが、これからも同じ病気の人がたくさん出て、家族の大変さ（いろいろな意味
で）、少しでもこんな病気をなくしてほしい。最近、テレビ等で学校の給食室のことが話
題になっている。私の作業所でも今年、いっぱい弁当作りをすることになった人がいる。
私みたいな病気の人は私の知っている限り食事の支度ができない人が多い。でも、私の
場合、50過ぎてから発病したので今でも自分で作って、出来合いのものは、ほとんど
買っていない。自分の作ったのが良いのだ。

●時々ふっーと不安が襲う。自営業で私も主人の仕事を手伝ってたから、いつか私も。。。
と、できるだけ思わないように、そこを見ないようにしてるが。

●今現在の状態を正直に書きましたが、あと半年前に答えていたら、違う答えになってい
たと思う（もっとひどかった）。３歳の子どもがいるので、日常生活を行わないといけな
いという義務感が私を動かしているのが正直なところだ。もちろん、子どもがいるから
こそ、楽しみもあるのだが。アンケートが有効的に活用していただけることを願ってい
る。

●母はいつも１日の終わりになると、私に手を合わせ“今日一日お世話になりました。あ
りがとう”と言った。それを聞くと涙が出た。苦しいとか痛いとかいっさいのわがまま
も言わずいさぎよく死んでいった。

●父の死が原因での抑うつ状態とは違うと思っている。私にも家族があるし、仕事をして
いるので、あの当時のことを思い出すと辛いが、あの時のままではいられないのが本音
だ。インフォームドコンセントとよく言われるが十分な説明とは、と疑問に思う。情報
公開も大切なのだろうが、心ない医療従事者に出会ってしまい大変傷ついた。

●主人が召されて５年過ぎ５才違いの私は、主人が生きていたくても生きられなかった年
を重ねていくのだなという思いで、日々有意義に生きていられることに感謝して、手を
合わせて暮らしている。中皮腫の治療が進歩するようにと願います。

その他（自由記載）
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●主人が亡くなり３年たった。主人との会話や行動を思い出し涙ぐむことはあるが、一人
になった今、主人に恥ずかしくない生き方をしようと決心してから、自分の人生も楽し
めるようになった。

●子として親を看取るという経験をする中で、患者以外の家族との関係に悩まされること
が多々あった。３年たち自分の中に自分が他の家族との間に作った壁がなくなりつつあ
るが、亡くなる直前から、亡くなって２年ぐらいはとても大きかった。また、いつかは
寿命がつきるがその原因がアスベストによる中皮腫であることに憤りを感じ続けている。

●私としてはそれなりの世話ができたと思っていたが、後になって、仕事を辞めて自分に
寄り添って欲しかったのではないか？と何回も思い返してしんどくなることがある。妻
は薬剤師の仕事をしていた。インターネットでアスベストに関する情報を集めていたが、
ある時「なんか私悪いことしたんかな？」とぽろっと漏らしたことがあり、返す言葉が
なかった。（余命が短いと感じていた）アスベストによる被害者が多数出ていても国の対
応は遅く腹立たしい。

●仕事をするように、主人の最期の言葉だった。私の人生だから、また。生まれ変わった
気持ちで頑張ろうと思う。

●私の場合は主人も（亡くなって）１年が過ぎたが、本当に病気する人ではなかったので、
本人の精神面等心配で心配でたまりませんでしたが、本人の前では私も涙など見せない
ようにしてきた。今でもダメですね。淋しいのと辛かっただろうと思うこと、最後の入
院２日と８時間のことははっきりと覚えてないことが多い。

●当時と今では考えられないほど、立ち直り、夫のいない日々も当たり前のように過ぎ、
特別なことがない限りは、困ったり落ち込んだりという気持ちにはならない。特別なこ
ととは、経営者なので、仕事上のこと、従業員のこと。そんなこんなで私生活では楽に
過ごせるようになった。こんな日が来るとは考えられなかった。

●今は仕事も何もしていない。亡くなって一年近くなるが、昔、よく妻と行った古寺、神
社を廻っている。妻は古事記とか新古今和歌集が大好きでちょっとずつでも近づこうと
思い、私も勉強している毎日だ。

●食事に何を作っても一人でボソボソ食べるのはおいしくない。一人部屋にいると静か、
何の音もしない。時計の針のカチカチが耳に響く。一人はさみしいがお墓へ行けば主人
に会えるのでよくお参りに行く。アスベストが憎い。

●覚悟の時間が与えられたとは言え、泣かない（泣けない）自分を持て余していた一年だっ
た。一年が過ぎた今、ようやく自分の悲しみを涙で表すことができるようになってある
意味ほっとしている。泣かない自分を責めること、いつも心のトゲとして引っかかって
いたので。
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ご遺族に対するご遺族に対するＱＯＬ調査結果調査結果胸膜中皮腫胸膜中皮腫
患者さんの患者さんの

●2002年に精巣がんで手術をした。今までがんになった者がいなかったので医師も本人
も不思議だったのだが、この度のことで調べると2003年にはアスベストにより精巣がん
になると厚生省で発表されたようだ。診断書を取り寄せたが、“悪性のため”と詳しく書
かれていないので、今となってはどうすることもできない。私はアスベストによるもの
だと確信している。アスベストによって、２つのがんを発症した人がいるのか知りたい。
会に入会して調べているが、今のところそういった方はいない。

●日本の厚生省の対策放置のためにどれだけの人や家族が苦しみ、こんな病気で死ななけ
ればならないほど悪いこともしていないのに誰も責任を取らない。この国は本当に情け
なく怒りを感じる。厚生省やこの病気の原因アスベストを作った人間を一生許さない。

●夫は平成○年５月○日に亡くなったが、症状がひどく労基局に連絡をして自主的に指定
の病院にて検査をした。その時の先生は年２回の検査の先生とは別の先生だった。定期
的な検査がいかにおざなりなものだったと感じている。自主的な検査日時は４月○日だっ
た。その時、がんは５㎝×４㎝。前年の検査でもあったとのことだった。健康管理手帳

（じん肺 ・ アスベスト）。諸々の手続きのため、11月○日 NPO 安全センターにあずけて
いる。最初の（手帳の）取得は10年ぐらい前と記憶している。病院でポスターを見て会
社へ連絡。労基局へ行き手続きをして取得したが、管理区分２～３で認定されなかった。
症状がひどく自主的な検査でやっと「がん」が見つかった次第だ。生前も何度も申請し
た。晩年の夫はじん肺、アスベスト疾患で悲惨な最期だった。病院入院、自宅療養と繰
り返し、自宅では酸素の機械（１台７リットル×２台、１台550ワット）を使うほど重
症だった。週２、３回訪問看護も受けてきた。がんとわかってからすぐ入院治療と進ん
だが５月○日に亡くなった。その後、葬式とか諸々の手続きで疲れた。生前の申請その
ままで、その後、NPO 東京安全衛生センターのお力添えをいただきまして、遺族労災補
償の手続きを取らせていただいた。このような事例は初めてとのことで、いろいろ大変
時間もかかった。

●主人がいた頃は家のこといろいろ大工さん、左官さんなどしてくれていたがいなくなっ
てからは自分自身でいろいろと考えて行動しなくてはいけないのですごく大変だ。

●2011年、中皮腫で父を亡くした。父が望んでいたのはとにかく治療法を早く確立する
ことだった。（治る病気になること）。私も同じですが、望みはもっとたくさんある。ア
スベストの危険性をもっとたくさんの人に知ってもらいたい。そして、この病気を診て
くれる病院がもっと増えてほしい。さらに欲を言えば救済の増額だ。鹿児島に住んでい
た父が最終的に通った病院は兵庫県で、和歌山に住んでいた私は大阪経由で兵庫県へ、
また、鹿児島へ行ったりでとにかく時間が足りなかった。看病の時にしんどいと思った
ことはなかったが、父の身体の負担が心配だった。救急の時も近くの病院は受け入れ拒
否され、１時間かけて兵庫県の病院へ行くことになり、自宅療養の際は、父も病院が遠
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くて不安だったのではないかと思う。父が中皮腫になったことで、私や息子（４才）も
同じ病気になる可能性が高いのではと思うようになり、建物の取り壊しや工事現場には
近づけなくなった。アスベストが舞っているかもしれないと思ってしまう。これから息
子にどのように伝えるべきか悩んでいる。薬の副作用で幻覚症状が出たとき、一人にし
てはいけないと思い、私は仕事を辞めた。父も年金暮らしだったので、経済的にはとて
も苦しかった。

●主人が亡くなり３年以上たつが、何年たってもとってもさみしい。ご夫婦連れを見ると
涙が出てくる。何もない時でも急に涙が出る。子供達のこともたくさん相談したいと思っ
てしまう。我が子が大好きだった主人なので子供たちの成長を見せてあげたかった。子
供達が巣立ったら２人でやりたいことがたくさんあった。その願いが叶わずくやしい。

●主人が“中皮腫です”と診断された時、「こんな病気で死にたくない。自分の不注意でな
く、中皮腫になって……」と悲しんでいた様子がいつまでも私の心に鮮明に残っている。

●亡くなった直後は精神的に混乱もあったが、現状に対し、頭の切り替えは終わらせたつ
もりでいる。

●大学病院で１年７か月治療し、最後の２週間だけ地域の病院へ。希望のない辛い日々だ
と、最後まで治療を頑張った。生きる努力をした。（食べられない日々で）もっと早く緩
和ケアに変えていたら、どんなに自由でどんなに楽だったかと思う。本人の生きたい気
持ちゆえ、病院と何度も衝突した。家でもっと過ごさせてあげたかったと思う。本人の
心にもっと家族として優しく寄り添えたらと思う。中皮腫がわかったとき、本人は抗が
ん剤治療でベッドから動けない入院生活が続く。手続きをする家族がいて、労災認定が
可能になる。独り身のために代行申請してくれる窓口や機関があったらと思うが難しく
感じる。

●片麻痺、言語障害等先に書いたような症状が重なっていたが、機能回復は途中ではあるが
右肩上がりだった。脳出血発症し、退職後、やっと二人で旅行を楽しもうと思ってた時
だったが車椅子でどこへでも連れだって行こうと前向きになっていたその時に余命１年
の宣告は驚きだった。でも亡くなるまで、私なりに手を尽くし勿論すべて彼の意志を確
かめ良いと言われるものは、それこそ東奔西走し、どこへでも連れて行き、お花見、花
火、舞踏にも。充分やりつくしたと思う。でも、何といっても、今ここに、私の隣に居な
いことが悔しい。また、どこでアスベストに曝されたのか解明したい。解明してほしい。

●集団健診で異常がみつかり、その後３カ月ほど自宅で普通の生活をしていた。３か月後
に再検査を受けたら即入院となり、診断があがって３カ月ほどで他界した。治癒しない
から長くて２年ほどと言われていたのが100日ほど入院生活をして他界だったので、本
人は治ると思って入院したのに、だんだん調子が悪くなるし、死の覚悟ができていたの
かな？
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●（質問の）過去１ケ月とは、亡くなって数カ月たってからの１ケ月での答えだが、逆に、
するべき事務手続きや子供、学校のことなど忙しく、落ち込んだり、家に閉じこもった
りすることはできなかった。

●このような質問用紙が届いて。。。また悲しくて、辛くて、寂しい。心が引き戻されてし
まい、泣いてしまう。不眠 ・ 身体のだるさ ・ 動悸などに陥ってしまう。

●夫の病気で仕事を辞め介護生活に入った。いつも通りの生活をしようと夫と決め、朝、
家事全般、昼食、買い物、夕食とだらだらした生活はせず、暮らした。その間、労災の
手続き等でバタバタしたが、家で暗くなることは避け、亡くなった後の寺や墓のことを
決めた。二人で生ある者はすべて消えるからと話していた。夫は病気もせず元気だった
ので、まさか悪性胸膜中皮腫になるとは夢にも思っていなかった。悔しいと話していた。
今、会社と裁判中だ。

●主人が亡くなってから、もうすぐ４年になり、かなり落ち着いてきている。このアンケー
トも亡くなってからすぐだったら、かなり答えが違ってくると思いながら答えた。「患者
さんの最期について」のアンケートは、主人と私の感じ方が違うため、○を付ける場所
に悩んだ。

●動かないで座っていると過去のこととかいろいろと考えるので動き回って考えないよう
にしている。同年配の夫婦連れの旅行姿とか散歩しているのを見ると寂しく空しくなる。

●突然の発病で治る見込みがなく、死へのカウントダウンが始まった。何年たっても、あ
の時の衝撃は昨日のことのように蘇ってくる。何故、主人にこんなことが。。。夢であっ
てほしい、そんな毎日。効果的な治療、薬もなく、段々と弱っていく姿を見つめていた。

「青天の霹靂」とはこの事でしょう。本人の責任ではない発病。納得できるはずがない。
しかし、アスベスト問題は過去の事と捉えられている人たちがほとんどだ。でも、明日、
私達にこの「病」は襲ってくるかもしれない。

●仕事は忙しいままだが、家の掃除や片付けがやる気にならず、手付かずとなっている。
娘がいるため、ご飯は用意している。

●これからの人生を何にも考えないようにしている。私は建設工事業を45年間していた
が、初めて鉄骨にアスベストを吹付しなければ許可は下りないと聞いた時の学者の人達

（建設省も含む）の心の中を聞きたい。サビ止め塗料が毒性が強いのでとの理由でその上
に、また、アスベスト吹付は、私には考えられない。

●労災は認定された。犯罪企業が存在する。犯罪企業の元職員、経営者は誰一人として協
力してくれなかった。今でも恨みがある。今後、第２、第３の犠牲者が出ることを考え
ると、誰が考えても、今、協力しなければならないという時に、誰も協力なし。この犯
罪会社では、過去数年でタバコの吸いすぎの肺がん、肺気腫等肺の病気が多く出ていた
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のは知っていた。私は、意地でも労災を勝ち取らないとダメだと思っていた。たぶん患
者の会スタッフも同様に考えていたと思う。犯罪会社の経営者、元社員を今でも私は恨
んでいる。労災はもらっても犯罪会社の人間には恨みを持っている。

●主人は本当に優しい人だった。申し訳なく思うことは会話ができなくなり、外に出て人
とお話しするのがつらいらしく、家にいる方が良いと。。一緒に外出を誘っても拒否する
ので、私は友人たちと出歩いていた。自由にさせてもらっていた。体もしんどそうだっ
た。そのことが今はつらく、申し訳なく、主人の気持ちを理解することができず、イラ
イラしていた。今はそんな事を思い出すと申し訳なく許しを請いたいが、反対に思い出
したくない！という自分が居る。15年間、主人の方がつらかったでしょう。ごめんなさ
いと言いたい。

●夫が亡くなって４年半ほどになる。はじめの頃は怒りが激しく、夫のことで他の人から
かけられた何気ない言葉にも傷つき、怒りを感じることがよくあった。今は、「悲しみ」
から逃れようもない日々をかろうじて生きているという有様だ。この悲しみは一生続く
のだろうと思う。

●患者や家族に希望の持てる治療薬ができれば良いと思う。

●主人が亡くなる前１年くらいの間、入退院を繰り返していたが、最後の入院で亡くなる
１週間くらい遠くにいる子供達が１週間くらい病院で寝泊まりして見守ってくれ、主人
も薄紙をはぐように天国に旅立った。居なくなったことはとても残念でさみしさはある
が、ああすればよかった、こうすればよかったというやり残しはないので助かっている。

●在宅でのサービス事業者と最期の２日間を過ごした緩和ケア病棟のある病院には本当に
感謝している。また、労災認定で骨を折ってくださった名古屋の労職研の○○さんにも
感謝している。何度も言って申し訳ないが、中間で過ごした病院に対しては、たった１
名の Ns の行為により、今も、あの病院に入院させて良かったのかと自分を責めている。
その Ns が夜勤の時は父はとても嫌がった。「お世話になっているのだからそんなことを
言ってはダメ」と父には伝えていたが、言葉もきつく、嫌味も言うからとのことだった。
そしてその後のナースコール無視の虐待だったので（私は虐待だと思っている。今も許
せない！）、父につらい思いをさせてしまったと後悔している。入院中、緩和ケア病棟が
空いたと病院から連絡があったが、私の仕事の都合で一度お断りをしてしまい、次は10
日後の転院となってしまった。その矢先のこの出来事だったので、無理してでもあの時
転院していればと自分を責めている。そうすれば父は嫌な思いをしなくて済んだので。
もう少し早く転院できたら。緩和ケア病棟に転院できるタイミングがよくわからない。

●夫は2009年１月に中皮腫になり余命３～10か月と言われ、私は仕事をすべて辞めた。
その後、アリムタが効いて３年間元気だった。私は看病しようと辞めたのにと凹んだ。
気を取り直して2010年４月に近くの大学に入学した。大学２年の末、夫は亡くなった
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が、卒業するまで「がんばれ」と病室から言ってくれた。2014年３月無事卒業。その
後、大学院に進み、2016年３月卒業（修士号）、４月より同大学の他学科の聴講生とな
り毎日大学に通っている。夫を亡くしたので悲しいのだが、私のように前向きに生きて
いる人もいることを知ってほしい。

●母が亡くなったのは痛みを訴え、病院に行き、即日入院し、その２ケ月後、あっという
間だった。私と兄二人兄妹で家族を持っていて、実家も含め、決して裕福ではない家庭
であり、母の病気もショックで苦しんだが、入院費、葬儀代等、今考えるとかなり厳し
かった。私も兄も職場には恵まれたため、２か月間は休みを取れ（介護休暇）、病院も理
解してくれて、１日中の付き添いを許してくれ、母の側にいられ、結果的には短期（２
ケ月）だったので、側にいられ良かったと思う。悲しみや苦しみもあるが、もし母の入
院が１年、２年と続いていたら、同じように側にいて介護してあげられただろうか？金
銭的にやれただろうか？と思う。アスベストさえなければ、こんな事を考える事もなく、
母も無念の死を迎える事もなかった。それは今も思う。孫が大好きだった母、子が成長
する度、「母がいたら、、、」と思う。今は時がたち笑って母の話をする事もあるが、それ
でも涙が出て、夢に母が出てくる。

●今日から数日後、三回忌を迎える。その時に納骨をする。まだまだ癒される事はないが、
母の為にもかんばって生きている。思い出しては泣いている。何も出来なかった事が悔
やんでならない。もっと早く、何かが出来たのではないのか？その事をずっと考えてい
る。亡くなるまでの10か月。ずっと側に居て母と共に過ごした時間は大切な大切な時間
になった。

●無念な思いは消えることは無いでしょう。
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