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第 9 回「がんと就労」勉強会
日時： 平成 24 年 5 月 29 日 ( 火）午後 6：30 ー 8：30（6：15 受付開始）
場所：主婦会館プラザエフ 4 階会議室「シャトレ」（JR 四ッ谷駅麹町口から徒歩 1 分）
会場アクセス　http://www.plaza-f.or.jp/access_index.html

「がんと就労」勉強会について

この勉強会は、厚生労働省がん臨床研究事業（Ｈ22－がん臨床－一般－008）
「働くがん患者と家族に向けた包括的就業支援システムの構築に関する研究」班
の活動の一環として、隔月で開催されております。
オープン参加ですので、どのようなお立場の方でもご参加いただけます。がんと就
労について、さまざまな視点から広く話し合うフォーラムづくりを目指しています。



　丸 光惠さんのプロフィール

千葉大学看護学部卒。国立国際医療センター小児病棟勤務の後、アラバマ大学バーミン
ハム校にて看護学博士号取得。千葉大学、北里大学を経て現職。日本小児がん看護学会
副理事長。福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会共同代表。
Transition（移行）をキーワードとして、小児がん等の小児慢性疾患をもつ思春期・若年
成人患者の看護を研究中。
執筆・編集「ココから始まる小児がん看護」、監訳「小児医療心理学」等。

　丸 光惠 さん
東京医科歯科大学 国際看護開発学
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思春期・若年成人（AYA）がんの概要

　思春期・若年成人がんを諸外国では、AYAO（Adolescent and Young Adult oncology：思春期および

若年成人腫瘍学）と言っています。

　たとえば思春期が15歳からスタートすると定義するなら、15歳以降のがんはAYAOと呼ばれることにな

ります。小児がんは0歳から15歳のがんと定義されていますが、このような小児がん経験者にとって、

AYAOの年代の問題は、再発や2次がんの問題となると思います。晩期合併症や後遺障害など、様々な治

療を継続しなければならないという方もやはりこのAYAOの中に入ると思います（スライド1）。しかし、こ

れから紹介する米国のデータは、この仮に設定した思春期年齢以降のがんをAYAOと呼んでいるようで、

小児期からずっと治療を継続しているものは数には入っていないようです。

　それでは何歳から何歳までがAYA(思春期・若年成人)なのかということですが（スライド２）、学会や

様々な機関によって異なっています。先ごろ開催された第34回近畿小児がん研究会公開シンポジウム

（2012年3月9日　会長　大阪府立母子保健総合医療センター　米田光宏先生）では、AYA世代のがんを

「15～29歳」としていました。AYAを「15～29歳」としているところは、おもにアメリカとカナダで、アメリカ

のSEER（The Surveillance, Epidemiology, and End Results：米国国立がん研究所のがん登録統計）、

COG（Children's Oncology Group：米国小児腫瘍学グループ）、そしてカナダも「15～29歳」としていま

す。ところが同じ米国内でも、非常に活発な取り組

みをされている AYAO の PRG ( Progress Review 

Group)とNCI（National Cancer Institute: アメリ

カ国立がん研究所）では「15～39歳」までとなって

います。39歳を含める理由のひとつには、生殖医

療の限界年齢を39歳と設定していることがあげら

れますが、本当に様々な議論があるようです。

　JCO（Journal of Clinical Oncology （米国臨床

腫瘍学会（ASCO）の正式機関誌、1983年創刊）と

いう雑誌は、これまでに2回AYAのがんに関する特

スライド 3スライド 2

スライド 1
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集号を組んでいます。ひとつの特集は15～30歳までとするとなっていたのですが、中身は20～39歳まで

を対象とされています。オーストラリアでは「15～25歳」。イギリスは、思春期の医療、とくにがんに関して

は先進的で、看護も非常に進んでいるのですが、とくに10代に特化していて「13～24歳」としています。そ

してEUROCARE（ヨーロッパがん登録ネットワークー ENCRのがん患者生存率の国際協同調査）では下限

年齢を15歳に上げて「15～24歳」となっています。統計データの解釈時には、このようにバラツキがある

ことが非常に問題となります。AYAOのPRG(Progress Review Group)の中でも、まずAYAOの年齢をきち

んと定めなくては、問題が出てくるだろうということを明言されている方もいます。参考までにWHOでは、

思春期を「12～24歳」と定めています。

　思春期・若年成人がんの特徴を、NCIから出されているSEER AYA Monographのデータで説明いたし

ます。スライド3は米国のデータです。SEERでは毎年がん統計を発表しているのですが、AYAに関して分

析し、モノグラフ形式でダウンロードできるものはこの2006年版が最新となります。

　これによりますと、「15歳から29歳のがん患者数は、全体の2-3％に過ぎない」のですが、「15歳未満の

がん患者数の3倍」と記述されています。

AYAのがん患者の人口は、全体数から見

れば非常に少ないのですが、小児がん

よりは多いということがわかります。もう

ひとつ注目すべきことは、AYAのがん患

者数については、まったく原因はわかっ

ていないのですが、「25年間にわたって

患者数が継続的に微増している」という

データがあります。

　大人のがんは、肺がんや乳がんなど

臓器にできるがんが中心で、小児は脳腫

瘍とか白血病が多いのですが、そういう

ものと「生物学的特徴が異なる」という

のがAYAのがんの特徴です。治療反応性

などについての研究も多く報告されてい

て、明らかに小児がんとも成人がんとも

異なるということがはっきりわかってい

るものは、白血病、肉腫、大腸・直腸がん、

乳がんと言われています。

発症率と生存率からみた課題

　スライド4はAYAのがんの発症率です。
スライド 5

スライド 4
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年齢が上がるにつれて増えており、ログ関数でみると一定の割合で増えていることがわかります。男女比

で見ると男性が若干少ないことがわかります。

　日本のデータは15～39歳を一括りにしているデータが多く、15～29歳のデータを見つけることができ

ませんでしたが、SEER　AYA　Monographの中では15～19歳と20～29歳に分けて、それぞれ％で示し

ています。もっとも多いのは胚細胞腫瘍といって生殖細胞に由来するようながんで、次がリンパ腫瘍とい

うのはどちらの年齢層でも変りませんが、甲状腺あるいはメラノーマなどの「その他」の割合が20～29歳

でかなり増えてくる傾向にあります。もう少し年齢があがると骨腫瘍や肉腫の割合が増加します（スライド

5）。同じAYA世代の中でもがんの疾患名別にみると年代ごとに少しずつ変化してゆきます。日本では、悪

性黒色腫のようなものは日本では比較的少なく、急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、横紋筋肉腫、ユー

イング肉腫、胚細胞性腫瘍、脳腫瘍などの頻度が高いことがわかっています。

　スライド6は、公益財団法人がん研究振興財団『がん統計2010年』のデータです。15～39歳という非常

に大きい括りになっています。男性では「その他」のがんが多く占めており、胃がんや悪性リンパ腫が多い

です。女性を見ると子宮頸がんや子宮体

がんがかなり大きな部分を占めていま

す（スライド7）。ただ年齢幅が大きすぎ

て海外のデータとの比較は困難と言えま

す。

　思春期・若年成人がんの近年の5年生

存率の変化を見てみると、小児がんと成

人のがんでは、５年生存率はどんどん上

がってきています。しかし15～39歳では

わずかな改善しかみられず、マイナスに

なっているようなところもあります（スラ

イド8の左図）。

　グラフの破線は、1975～1980年に診

断された人のデータです（スライド8の

右図）。実線は1983～1998年のデータ

で、生存率の差をみるとほとんど変化が

ありません。がん医療の現在の問題点は、

AYAの生存率が上昇していないこと、そ

してそれが25年間にわたって変化がな

いことといえます。具体的なデータは示

されてはいませんが、AYA Monograph

では、このような傾向は米国のみでなく、
スライド 7

スライド 6
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全世界的な傾向であるということを言っています。

　がんの種類・特徴をもう少し見てみます（スライド9）。たとえば紫外線による悪性黒色腫やヒトパピロ

ーマウィルスによる子宮頸がんのようにはっきり原因がわかっているものを除き、30歳以前のAYAのがん

は飲酒・喫煙・食生活やその他の環境等の要因とは関係なく発症しているという特徴があります。もうひ

とつ、疾患によっては発症率にピークがあり、全体の95%がこの年齢に発症しているなど、年齢に特異的

な疾患群があるということが挙げられます。

　なかなか生存率が改善しないことのひとつとして、AYAに対する治験が組織的体系的に行われていな

いということが指摘されていて、そのひとつの証拠としてスライド10などが挙げられています。これはアラ

バマにあるがん診断時のデータを蓄積するデータバンクのものです。年齢別に、パラフィンブロック

（Number of paraffin blocks）と発症率の関係を示しています。発症率は図にあるように年齢の上昇とと

もに上がっていますが、このデータバンクにある個人のがんのデータに関しては、他の年齢層では年齢に

沿ってデータも集まっている状況ですが、この15～36歳に関しては、データが集まっていません。診断を

してもデータバンクにデータが登録されていない。したがってプロトコールの開発など、エビデンスに基

づいた治療を行うための基礎的な資料ですら不足している状態であることがうかがえます。

　早期発見・早期治療の壁もあります。AYAのがんの発生率は、約200人に1人というかなりの高率なの

ですが、ほとんどの若い人は、体調が悪くなっても、自分が「がんかもしれない」とは思わない。初期症状

があるにもかかわらず未受診期間が非常に遷延してから診断されている状態です。アメリカの場合は国

民皆保険ではありませんので、加入している保険により医療サービスが異なります。できるかぎり保険料

を安くしたい若い人ほど、がんにも対応した保険には加入していない。したがってがんの初期診断にかか

わるような十分な検査を受けるには自費となる可能性が高くなります。全員が加入するような学生保険も、

がんを想定した設計にはなっていません。

　また診断されても、臨床試験への参加率が非常に低いことがわかっています。年齢から言うと、小児病

院・成人病院・がんセンターなど、AYAOは様々な施設を受診しており、治療レベルの異なる病院でそれぞ

れがんの治療を受けている状況です。臨

床試験に乗っていないプロトコールで

治療をされている患者も多い。臨床試験

について説明されていない場合もあり

ます。またたとえ臨床試験に参加しても、

たとえば外来主体の治療に切り替わっ

たとたんに自己判断で必要な服薬をし

なくなる、あるいは経済的に外来治療を

継続的できないなど、その年代に特有の

心理・社会・経済的背景により、こうした

臨床試験の参加率・継続率が低くなって
スライド 8
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いるということが報告されています（スライド11）。

　AYAのがんの生存率の決定要因は何かという議論も多くあり、米国の研究では「保険の有無」が最も大

きな要因となっていました。すると、国民皆保険である日本はどうなのか、という疑問が出てきます。そこ

で日本と同じく国民皆保険のオーストラリアを見ますと、米国と比較しても5年生存率の平均値はそれほ

ど変わりません（スライド12）。国民皆保険の有無だけでは、この生存率のカーブは変らない。逆に言えば、

保険があってもAYAのがんに特化したサービス、たとえば診断・治療やフォローアップのサービスが確立

していなければ、同じようなカーブとなると予想されています。

　次に「思春期患者は小児医療機関で治療するべきか？」という問題です。これは、どのようなプロトコー

ルで治療をうけるかということと同じ意味を持ちます。小児医療機関のプロトコールの方が、同じ白血病

でも明らかに成人医療機関のプロトコールよりも生存率が良い、といういくつかの疾患がわかってきまし

た。その一方、施設の相違は関係がないというデータもあります。

　スライド13はジョージア州とユタ州の単独の治療機関を取り出したデータです。ジョージア州の場合

は、小児医療機関での治療率が高く、0～14歳は90％近くになります。ユタ州の場合も同様で0～9歳は

100％近く、14歳では80％になります。15～19歳の方でもリクルートされて小児医療機関で治療を受け

ている人が、ジョージア州でもユタ州でも30％近くあります。これらの人と、他の成人系医療機関で治療

スライド 9

スライド 12

スライド 10

スライド 11
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を受けているこの人たち以外の人たちとの間で、生存率に明確な差が出ていないというデータもありま

す。

　現在アメリカでは703のがん治療に関するプロトコールがあるのですが、677プロトコールはAYAは対

象外のものと言われています。おそらく小児医療機関であろうと、成人医療機関であろうと本来ならば

AYAを除外するプロトコールを修整して利用している可能性があると思います。とくに小児のプロトコー

ルが良いとわかっていないがんに関しては、さまざまな治療がなされ、スタンダードな治療がなされてい

ないために、生存率向上に直結しないのではないかということが、言われています。

AYAのがんの心理・社会的問題　

　『Seminars in Oncology』（36(5), 468-477, 2009）でAYAを特集しています。その特集号の中で、私が

大変良いと思ったのは、思春期・若年成人は、小児、成人、老人とはまったく異なるニーズを持っている集

団なのだということを明記していることです（スライド14）。それを証明する研究もいくつかあります。たと

えばAYAのがん患者 1088人を対象とした調査では、情報ニーズとして、「長期的影響」、「食事・栄養」、「運

動」、「保険」といったデータが出ています。また、利用希望の多いサービスとしては、「インターネットを通

じた教育・支援」が95%と、高率を示しています。さらにキャンプ・レクリエーション等のサポートプログラ

ムの情報を求め、メンタル面に対するカウンセリングにも利用希望が高く、他の年齢層には見られない特

徴といえます。

米国の取り組み概要

　NCIとLIVESTRONGという患者団体が協同し、「Adolescent and Young Adult Oncology Progress 

Review Group」（AYAOPRG 2005-6）というものをつくりました。構成メンバーは100名以上で、研究者・

医療者だけではなく、当事者も含めています。AYAの治療成績をあげて、心理・社会的ニーズに対応する

ためには、どうしたらいいのかということを『Closing the Gap: Research and Care Imperatives for 

Adolescents and Young Adults with Cancer』というレポートで様々な提言をしています。AYAのがん

の医療サービス全般について、成人や老人、あるいは小児のがん医療とのギャップを埋めようという意味

スライド 13
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で「Closing the Gap」と名づけられ、公官庁である保健福祉省（US Department of Health and Human 

Services）や、大きな研究機関であるNational Institute of HealthやNCI, 患者団体に提出しています（ス

ライド15）。　

　その内容は「研究」、「臨床実践」、「心理社会的ケア」の3本柱で（スライド16）、提言としては5つありま

す。ひとつは思春期・若年成人がんの腫瘍の特徴とか治療反応性に関する研究の充実と生存率の改善で

す。こういう取り組みを推進するための研究のデータベースとなるような、がん登録システムなどのイン

フラ整備についても提言しています。

　臨床実践に関しては、啓発、予防、治療へのアクセスとケアの向上に資する教育、トレーニングと広報活

動の一環として、ガイドラインの作成と生涯教育の質の向上を行うということを提言しています。

心理社会的ケアに関しては、小児・若年成人がんの患者さんが心理社会的支援を充実させるだけではな

く、それを権利としてアドボカシー（権利擁護）することの重要性も入れています。この5つの提言に対して、

さらに具体的な戦略をそれぞれ4～5ほど挙げて、それぞれにタイムライン、予算、拠出元、パートナーを

決めています。また研究とガイドライン作成、生涯教育の提供という3つの領域については、具体的な行

動目標を定めています（スライド17）。

　その結果、各提言に対するプロジェクトの数が図のように増えています（スライド18）。「研究」は最も多

スライド 17

スライド 15 スライド 16

スライド 18
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く、次に「研究インフラ」については70近いプロジェクトができ、「心理支援」、「臨床整備」、「臨床教育」、さ

らにその他のプロジェクトと続き、合計で300近いプロジェクトがこの提言から生まれています。

　こういうものを受けて、最近『Journal of Clinical Oncology』（28（32），4862-4867，2010）が「Quality 

Cancer Care for Adolescents and Young Adults」というタイトルで「A Position Statement」というも

のを出しています（スライド19）。ポジションステートメントというのは、相当に実行力をともなった提案

だとお考えください。学会や学術雑誌でポジションステートメントと出ますと、それをどのように臨床上、

教育上、研究上実行していこうかという流れが必ず生まれるようなものです。

　初期診断にかかわる職種であるNPやプライマリケア医への教育内容として、早期発見、診断能力の向

上、治療ルートの確立など、早期発見早期治療につながることが重要視されています。またAYAのがんの

専門性の確立、さらにAYAのがんに特化した研究の促進など、AYAフレンドリーな治療環境の整備など9

領域を特定したAYAのがん患者にとって良い治療を提供できているかどうかに関するアセスメント項目

を作成しています。

　さらにこうした適切な治療の確立や専門性の保持という部分の提案として、AYAChampionと言われる

AYAの専門家、つまり小児・成人がん医療にも精通しており、治療機関の間の橋渡しもするようなコーデ

ィネーター役の必要性とそのトレーニングに関しても言及しています。

　LIVESTRONGのホームページなどを見ますと継

続教育の教材も出ています（スライド20）。医療職

だけではなく、教育職も対象となっています。とく

にAYA世代にとって学校教育は非常に重要ですの

で、教育者向けの教材や地域の保健職に対するパ

ンフレットがアップされています。

　専門職向けの教材の例では、40歳以下に特化し

た『FORCUS UNDER FORTY』というタイトルの ビ

デオなどが無料で閲覧できるようになっています

スライド 21

スライド 19

スライド 20
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スライド 23スライド 22

（スライド21）。患者会のご協力等もかなりあったのではないかと思うのですが、実際の当事者が出演し、

体験等をお話しする30分程度のプログラムなのですが、非常にインパクトが大きいものです。とくに生殖

に関することは非常に問題になりますが、いつ、何をどう話すかということではなく、事例の心理、ニーズ

を理解する事に重点を置いたプログラムになっています。

日本の思春期・若年成人がん支援の課題

　2011年8月23日に「がん対策推進協議会　小児がん専門委員会」で「今後の小児がん対策のあり方に

ついて（案）」というものが出されています。「思春期がん・若年成人がん患者の視点に立ったがん対策の

実施」といくことで、米国の支援のデータ、AYA　Monographと同じようなことが書かれています。その中

には、「…晩期合併症や治療後の様々な心理社会的問題は小児がんと同様であり、…」と書かれています

（スライド22）。AYAに関しては「特別であり」と書かれていた方が、AYAに特化したサービスが生まれやす

いと思いながら読みました。

　日本の思春期・若年成人がん支援に向けて、まずはAYAのがん患者の実態を把握をしたい時に、米国

NCIのデータは無料でダウンロードすることができますが、日本ではAYAに特化したデータはなく、まとま

ったデータベースは少ないと思います。AYAに関しては、医学的観点や、生活・心理・社会的ニーズに関し

てもう少し実態把握が必要なのではないかと思います。

　また様々な機関から様々な支援プログラムが開発されていると思いますが、それが人材育成や、診療

報酬につながるか、継続教育としてシステム化できるかというように様々な観点から質を評価し、よいも

のをgood practice事例として広めていくことも必要ではないかと思います。

　AYAのがん患者の支援の重点領域としては、就学、就労や生殖医療に関することがあげられますが、小

児医療の従事者に関しては、非常にハードルが高いものだと思います。そういう点では、学際的にさまざ

まな職種が入ってくる環境が必要と考えます。小児医療の専門職だけに対する継続教育等では、AYAの

がん患者のニーズに対応することはむずかしいのではないかと思っています。

　海外文献ではあまり取り上げられませんが、日本独特の問題として家族との関係性に関する支援とい

うものも必要ではないかと思います。15～29歳の患者さんと家族との関係性は、米国とは性質が異なる
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ように思います。本人だけではなく家族をどうサポートするかについて、米国のいろいろなガイドライン

よりもさらに重点を置く必要があるのではないかと感じております。

　最後にがんに特化したことではないのですが、思春期・若年成人というライフステージに特化した学

問領域が日本にはありません。それぞれの領域でバラバラになってしまっているので、そうしたライフス

テージに特化した学際的領域が教育・研究・臨床の三部門に必要なのではないかということを最後に申

しあげたいと思います（スライド23）。

質疑応答

高橋（司会）　確認の質問のみ受けます。

会場発言A　この発表は、がん患者の就労ということでのお話しか、現在のがん患者の状態ということの

お話しなのでしょうか。

丸　就労に特化したお話しは少なく申し訳ありませんでした。思春期・若年成人がんというものの状況が

あまり知られていないというところで、まずAYAのがん患者に関する基礎的な情報提供というつもりでお

話しさせていただきました。

高橋　この最初のお話を聴いているか聴いていないかで、次席の多和田さんのお話の理解度がかなり

ちがってくるのではないかと思うのです。就労の勉強会ではあるのですが、AYAの就労の問題、成人がん

の就労問題と、それぞれかなりちがうことを感じますので、この第9回ではあえてAYAをとりあげて丸先生

のお話しと、続いてもう少し具体的な多和田さんの体験のお話をうかがおうと思っています。　



第二部 

　多和田 奈津子さんのプロフィール

1972 年横浜生まれ。16歳のときに甲状腺がん、25 歳のときに節外性 NK/T 細胞・鼻型
リンパ腫を発症。手術、放射線、自家末梢血幹細胞移植（PBSCT）の治療を受ける。
02 年に『へこんでも－25 歳ナツコの明るいがん闘病記－』を発刊し、以来、フルタイ
ムで事務職員として勤務する傍ら、患者経験を生かした活動をライフワークにしている。
リンパ腫患者・家族連絡会グループ・ネクサス副理事長。

　多和田 奈津子 さん
悪性リンパ腫患者・家族連絡会グループ・ネクサス

若年がんを経験して、生きていくということ
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スライド 1 スライド 2

わたしの病歴

　私は、16歳の時に甲状腺がん、25歳の時に悪性リンパ腫という血液のがんになり、20代までに2度も違

うがんに罹るのは珍しいということで、2002年に『へこんでも―25歳ナツコの明るいガン闘病記』（新潮

社刊）という本を書きました（スライド１）。

　その闘病記が、ご縁を生んで高橋都先生ともつながり、こうした機会をいただくことができました。

　私は小さいころから病気ばかりをしていました。まず私の病歴をご紹介させていただきます。

　まず12歳の時に入院を経験しました。それはがんではなく扁桃腺肥大による扁桃腺摘出手術です。そ

の手術をした時の医師から、「思いがけず血がなかなか止まらず困ったよ」という感想をいただきました。

　その後、中学に入学して1年生の時、校医の先生に、甲状腺機能がおかしいことを発見していただきま

した。私は甲状腺機能亢進症だったのですが、とてもひどかったようです。甲状腺は、首の前側、まん中よ

りやや下、のどのあたりにあるのですが、私の場合は、首の上から下まで腫れていました。外科の先生が

診たら、すぐに手術をした方がいいという状態でした。ところが両親は若いうちから身体に傷がつくのは

忍びないと外科的処置を拒否しました。薬を内服して治そうと思ったのですが、その薬が合わず、顔が腫

れあがったり、足に腫れができ歩けなくなったり、常に関節痛がしていて気分が悪い状態でした。薬を飲

みながらなんとかやり過ごすという生活を3年送りました。

　それだけ腫れているものが大きいとがんがある可能性があると言われていましたので、自分で触って

がんができていないか確認する癖をつけていました。高校1年生の時に、首を触ると、腫れている上にさ

らに腫れているところがあるのを発見し、痛みも感じたので、母にこの腫れは何だろうかと言いましたら、

すぐに先生のところに診察に行き、診断をしてもらったら甲状腺がんだとわかりました。

　その甲状腺がんを摘出した時に数値が正常になればよかったのですが、それでも数値が改善されず、

あまり若い人には治療しないとされている、放射性物質を体内にとり入れ、甲状腺を焼ききって、最終的

には甲状腺機能低下症にするというアイソトープ治療を21歳の時に行いました（スライド2）。

　私は、甲状腺機能低下症になったら毎日、一生の間、チラージンという甲状腺ホルモンを補う薬を飲ま

なければいけなくなるのですが、その代わりに驚くほどの体力を手に入れました。それで自信をつけて、

知人の紹介で新聞社に雑誌編集の助手としてアルバイトを始めました。学校の片手間のアルバイトでは
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なく、仕事として通うようになりました。だいたいお昼から始まって6時ごろに終る予定でしたが、こうした

編集の仕事は、時間通りに終わらず、締切があると夜中の12時帰宅というように意外に重労働な面もあり

ました。

　それでも倒れずに仕事ができたと、妙な自信をつけてしまいます。その後、翌年には、同新聞社の書籍

販売部に契約社員として働くようになりました。自分は健康な人間になったと思っていましたので、そこで

一生懸命に働くことにしたのですが、そのタイミングで、ベストセラーが出てしまい、書店からの注文電話

がひっきりなしに鳴っていました。拘束時間はそう長くなかったのですが、働いている時間が非常に濃厚

で、かえりはヘトヘトでした。

　そんな状態でしたが、「みんなこんなにラクして生きてたの？ずるい」という感情がありました。それま

での身体は、シンドイことが当たり前でした。自由な身体を手に入れたら今までの分を取り戻したくなっ

てしまったのです。疲れた身体も土・日曜日を休めば、月曜日にはリカバーできるものを、私はその土・日

も思いきり遊びました。今までは行くとシンドかったスキーに行き、念願の海外旅行に挑戦したりと、かな

り無茶をしました。

　その上、所属が変ったので人付き合いも増えました。たとえば歓送迎会などは、普通の人なら当たり前

のようなことですが、私にはちょっと疲れて行きたくないと思う時もあり、無理矢理出ていました（スライ

ド3）。

　そういうことを続けていた、25歳の時に、また10代のような身体のだるさを覚えたのです。私は甲状腺

がんの再発ではないかと疑ったのですが、実はそうではありませんでした。朝はわりと元気です。午後2時

ごろになるとだんだん具合が悪くなり、夜の8時ぐらいになると熱が38度ほどになり、深夜2時には寝汗を

かき、そのためにパジャマを着替えて、翌朝は「今日は休みます」と会社に電話をするぞと思って寝るので

すが、朝の6時には36度8分というように微熱に戻っているのです。微熱に戻っているということは、社会

人としてはがまんをしてでも会社に行かなければいけないと思い、ちょっとつらい身体を引きずって行く

と、また昼の2時ぐらいには同様の症状が出て、背中に重石を乗せられたようになるというのが続きまし

た。

　自覚症状としては、くしゃみを連発して、空咳がたいへん出ました。電話を取る仕事でしたが、その空咳

で電話での話しができないほどでした。その状態

に気づいた上司が、鼻アレルギーから咳き込む人

がいるので耳鼻科に診てもらった方が良いとのア

ドバイスがあり、半信半疑でしたが耳鼻科に診て

いただいたところ、耳鼻科の先生には鼻を診た瞬

間にがんが見えていたそうです。これは一大事と

大学病院で詳しく調べてもらうと、右の副鼻腔に

NK/T細胞性・高悪性度の悪性リンパ腫、血液のが

んであることがわかりました。まだⅠ期という診断



第二部　　若年がんを経験して、生きていくということ

スライド 4

がんと就労　第九回勉強会報告書16

でしたが、放射線治療を20回、50ＧＹという強さで始めました。またこの時代はNK/T細胞性の悪性リン

パ腫の治療法は確立しておらず、私は本当に先生に助けていただいたと思います。まず強く放射線を当

てて、その後に化学療法を開始しました。

　この診断が出てとてもショックではありますが、これで堂々と会社を休めて安心したという気持ちが正

直なところありました。

　私はそのまま仕事を休むことになり、翌年、化学療法を始めます。その時に、私は会社を休んでいた時

の後ろめたさもあり、会社の引継ぎノートというものを自主的に作っていました。そうしましたらそのノー

トをのぞいた看護師さんから「あっ、すごいね。治療をしているのに会社のことを考えるなんて。多和田さ

んはとてもたいせつなポジションに就いていたんですね。私なら絶対にしない。」と言われました。私がし

ていることは、そう重要なポジションではなかった、ああそうなのだと気づき、仕事に対する重圧感という

ものを、取り除いていただきました。私はその引継ぎノートを職場の人に渡すことは、ありませんでした。

　その化学療法は初期のもので、あとの化学療法はもっと強いものでした。書きものをするのはおろか

食事をとることもできないほどの寝たきり状態が続きました。そして1998年3月に不正に首切りにあうこ

ともなく、契約社員の契約期間が切れたので、退社をしました。それ以後は言ってみれば「プータロー」

（就労可能な年齢等にありながら無職でいるものの俗称：ウィキペディア）になりました。無職でいること

にかまっていられないほど自分の命の方がたいせつだったので、仕事の問題はひとまず考えることをや

めました。その後、白血球が100を切りましたので無菌室に入り、さらに強い治療を続けました。

　自家末梢血幹細胞移植とありますが、これはいわゆる骨髄バンクで骨髄液をもらう移植とは異なり、自

分の「赤ちゃん細胞」を予め採っておいて化学療法をたくさんして、細胞がなくなってしまった時に感染症

を防ぐためにあらかじめ採っておいた「赤ちゃん細胞」を入れて細胞の回復を早めるという移植です。自

家末梢血幹細胞移植で回復を早めたこともあり、白血球が早く立ち上がり、私は1998年5月末に退院する

ことができました（スライド4）。

　NK/T細胞性のリンパ腫は、甲状腺がんとちがって治療が効きにくく、進行が早く、治療が効いたと思っ

ても再発しやすいタイプのがんと言われていました。ところが、私はこの14年間再発することなく、入院す

ることなく、今まで過すことができています。

以上が私の病歴となります。

若年がん患者の心理 ― 「しようがない・無理」と

「生へのプレッシャー」

　私の母からよく言われたことは、「しようがない」、

「あなたには無理」ということでした。非常に些細

なことなのですが、たとえば学校に通っている時、

友人といっしょに合宿したいというように、なにか

行動を起したいと言うと、必ず「あなたには無理
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よ」と言われました。「えっ、どうして？」と母の制止を振り切って合宿に行ったりすると必ず母の予言通りに

発熱をして倒れ、2,3日は動けないことがありました。

　それでなぜ私ばかりそういう目に遭わなければいけないのと言うと、母の回答は、必ず困ったように

「しようがないよ」でした。

　そこで私は、自分のどこかに、私には「無理」だし、「しようがない」と、理由が見つからないことは、すべ

て「しようがない」こととあきらめていました。

　「寿命を決められる」と書きました（スライド5）。たまたま身体の調子がいい時に「私はこのままいけば、

90歳まで生きられるかもしれない。」と、ちょっと大きなことを母に言ってみました。そうしましたら母はた

いへんな真顔で考え出し、「90歳かぁ、90歳は無理じゃない。せいぜい60歳じゃないかしら。」と言いまし

た。そこで私も「ああそうか、やはり90歳は無理かぁ、60歳がそこそこかな」という会話を日常でしていた

のです。

　思春期のことを話してくださいという機会があってから、その会話をなぜか思い出して、これは非常に

変な会話だなと思いました。しかし私たち親子は平気でそういう会話をしていました。

　そんな「しようがなくて、あなたには無理な」人生なのですが、他の健康な同世代のお友だちと同じよう

に生活していかなくては生き残れないということを徹底的に言われました。

　もし病気で遅れてしまったら、遅れを取り戻さなくてはいけないのだとよく言われていたので、それは

納得はしているのですが、どこかプレッシャーに感じていました。

若年がんは生き方を変えるのか

就職への思い

　あるエピソードです。私は短大の保育科を出ましたが、本当は文学部を希望していました。ただ文学で

は資格が取れないので、何かあった時でも資格のある幼稚園の先生になれるように保育科を受けなさい

というアドバイスがあり、保育科の道を選びました。

　短大2年生のとき、甲状腺を抑える薬を飲んでいました。薬疹であるかどうかは不明ですが、今まで経

験したことがないような、全身に蕁麻疹のような赤い斑点が出て発熱してしまったことがあります。実習

中にもかかわらず、私はそのせいで実習先を休ま

なければなりませんでした。翌日実習先に行きま

したら、園長先生が私の足の赤いあざを見てとて

も驚いていました。その報告を聞いた実習担当の

先生に呼び出されて言われたことは、「あなたには

幼稚園の先生は無理ではないかしら」ということで

した。子どもたちは先生が途中で替わると環境が

変って影響が出るので、幼稚園の先生を勧める自

信はないと言われたのです。今思えば、そういうか
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たちで私のやる気を試していたのかもしれないのですがそのまま素直に、ああそうだな、私の体力では

やはり無理だとあきらめました。幼稚園の先生の資格を持つことはできましたが、先生にはなりませんで

した。

　私にとって就職とは、そこに何か夢であるとか希望を感じる余裕はなく、常に就職先の、たとえば子ども

たちであったり、そこで働いている人たちに迷惑をかけないかということが非常に心配なのです（スライ

ド6）。

　しかしその時に私と同じような小児がんの体験をしたような人と巡り会っていたならば、私は進路を変

えただろうかと考えることがあります。この2、3年ほど前から小児がん経験者の友人と話をする機会があ

り、その方たちのほとんどが、たとえば介護とか、幼稚園の先生として保育に関係し働いていたり、医療関

係の方が多くいらっしゃいました。その方たちにできることを私もできなかったのだろうかと思いました。

　入院していた時、私が医療職として見えていたのは、医師と看護師だけでした。しかし、たとえば検査技

師や病院事務のように少しでも医療に関われるところに就職はできなかったのだろうかと考えました（ス

ライド7）。

　なぜそういう方たちといままで出会えなかったのだろうかと言いますと、私は一般病棟の一般外科で

手術をしたのです。もし小児科で行なわれていたら患者仲間との交流はすんなりできたのではないかと

思ってしまいます。

職場環境とがん発症の関係、そしてサポート

　25歳にがんになった時は、甲状腺がんの時よりも、なぜ私はがんになったのかということを追及するよ

うになりました。

　職場での環境も非常に考えました。当時は、タバコの喫煙がまだ職場の中に強く溶け込んでいて、置き

タバコをしている社員もたくさんいました。体調を無視して残業をしていて、その残業を理由に欠食をし

たり、仕事のストレスの抜き方をまったくしりませんでした。

　そうした仕事に関係する時間の過ごし方は、リンパ腫と何らかの影響があるのではないかと疑ってい

ました。
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担当の先生に私の気持ちを打ち明けると、がんは生活習慣病と言われることがあるが、あなたは生活習

慣が影響してがんになるほど生きてはいない、何のせいでも、誰のせいでもないのだということを伝えて

もらいました。

　職場環境を疑う一方で、上司や仲間がお見舞いに来て下さり、励ましの言葉をいただいたりと、精神的

にはたいへん救われたと思っています。とても職場の人たちには恵まれていました。

　ただ熱意をそそいで仕事をしても、ある程度の社会保障はしていただけますが、いかなる会社であっ

ても命そのものを助けられるものではないという結論に至りました（スライド8）。

私にとっての仕事の位置づけ、そして就職

　仕事は一生懸命にするものかもしれませんが、私にとっては「命をかけるものではなかった」ということ

です。

　そしてこの治療が終って、もし生きて帰れるなら仕事のやり方、考え方を変えようと思いました。仕事に

就くには責任がありますから、まず習い事で身体をならし、自信がついたら仕事に就こうと思いました。仕

事への情熱は持っても、再発をしてしまうほどの仕事はしないと心に決めていました。再発しやすいタイ

プのがんと言われていたので、当然、検査や診察は多くあるときいていました。そこでその診察に、大学

病院などに平日に通わせてくれる環境であること。以前の職場ではそこそこあった残業がいっさいないよ

うな、夢のような会社はないだろうかと考えていました。

　しかし、実際に探そうという意欲はなかなかわかず、働くのが恐い、自信がないという期間が続きまし

た（スライド5）。

　私にとっての仕事は生きがいではなく、生きるための資金を調達するところです。第一目的としては、再

発や二次、三次がん、日々の検査のための医療費を稼ぐためです。第二の目的は、日々の生活費、仕事以

外の趣味やボランティア活動に費やせる資金を調達するところです（スライド6）。

　そしてなんと私の思い描いている理想の職場にご縁がありました。今はその職場で働いています。それ

ならばそれでいいではないかと思う一方で、この職場で本当にいいのかと悶々と考えています。

　なぜなら、1日の時間に占める仕事の割合は図にみるように40％程度あります。私が必要としている趣

味とかボランティアにあてようという時間はわずかしかとれないからです。この黒塗りのところのように感

情も持たず過す時間でいいのだろうか、ただ淡々と仕事をするだけでいいだろうかということを常に考え

てしまいます（スライド8）。

あれから14年 ― その後の悩み

過剰な負担感のある診察・検査に要する時間

　もう14年たち、普通ならもう元気な人と言われて終るところなのですが、思いがけない問題がありまし

た。それは化学療法や放射線治療に関する合併症があり、診察を受けるべき科が増えてしまうのです。最

近増えたのは、血圧内科です。まず婦人科に通いました。化学療法をしたら生理が来なくなりました。そこ



第二部　　若年がんを経験して、生きていくということ

スライド 8 スライド 9

スライド 10 スライド 11

がんと就労　第九回勉強会報告書20

で婦人科に通って薬をもらうのですが、その薬も2次がんの可能性があるので、またそこでも検査が増え

ます。因果関係ははっきりしていませんが、どうも、閉経をすると血圧が上がる人が多いということをイン

ターネットなどで見かけます。私も年齢があがってきたこともあり、がん治療に由来するものではないも

のもこの先増えていくのかなと思います（スライド9）。

　医療費控除を受けるために羅列してみたら、表に見るようになりました。年間27日を診察や検査に費

やしていました（スライド10）。

　それでは年間どれだけの有給休暇を使ったのかというと、年次休暇（15日）、夏季休暇（5日）、代休（2

日）をすべて合わせて22日使っていました。そのほとんどが診察に充てられています。27日なのに22日で

すんでいるのは、半休にして、仕事をしてから診察に行く場合や全休にして、２科同日に受ける時もある

からです。ひどい時は東京の病院に行ってから横浜の病院に行きます（スライド11）。

若年がんならではの悩み

　若年がんならではの悩みというものもあります。生きていくと新しく出会う人はどんどん増えるのです

が、どのタイミングで大病したことを打ち明ければいいのか。また就職も大切なのですが、結婚への壁と

いうものがあります。自分が特別なパートナーとして選びたいと思う人にそのことを理解してもらっても、
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結婚となると親戚の方はどのように理解してくれるのだろうかという悩みです。また、不妊などセクシュア

リティの問題があります。私も生理が来た時期もありましたので少し希望を持っていたのですが、きわめ

て不妊になることが近いということで、なかなか結婚の話をすることができません。一時期、女性性の喪

失ということも感じたことがあります。

　また、親との距離が異様に近いとも自覚しています。独立したいという意志があっても、何か具合が悪

くなった時にどうしたらいいのだろう、1人で何ができるのだろうということを考えてしまうのです。そうす

ると私も心配だし、親も心配だしということで、それが共依存であるのかどうかたいへん気にしています

（スライド12）。

からだの悩み

　些細なことかもしれませんが、たくさんあります。放射線を鼻に当てていますので、鼻の皮膚がすべて

剥けて、鼻毛が毛根から抜け落ちています。私には鼻毛が生えません。そのため鼻血が出やすく、冬場は

乾燥して感染しやすいです。

　嗅覚障害もあります。これは副鼻腔炎の人もあるそうですが、私の場合はタバコのにおいと外国製の

香水のにおいがかすかににおう程度です。汚い話ですが汚物のにおいも含めて他はわかりません。

それからこのように話しているときも出てしまうのが、涙目です。悲しいから泣いているわけではなく、治

療により細くなった涙腺から涙があふれ出てしまうのです。もし自分が接客業になった時に、この涙目は

みなさんどう思われるのか考えてしまいます。

　また先述したように卵巣機能の著しい低下で、ここでもAの薬とBの薬があって交互に飲んでいくので

すが、Bの薬を飲んだ時にたいへん怒りやすくなります。その怒りっぽさを自分でも抑えられないことがあ

り、それが職場の方に向けられたらどうしようかと考えてしまいます。自分の気持ちのコントロールが気に

なります。

　それから歯肉の衰えがあります。放射線がかかっていますので、いずれ歯槽膿漏になって歯がなくなる

と言われています。その痛みなのか、鼻の痛みなのかわかりませんが、常に鈍痛をかかえています。それ

はやはり仕事をする上ではとても不便なものです（スライド13）。
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　お友だち、学校の先生、会社の人も含めてですが、社会の方に合併症の付き合い方やがんの病気治療

を正しく理解していただければ、身体と心はつながっているところがあるので、重荷も軽くなっていくので

はないかと思っています（スライド14）。

最後に―若年がん経験者の夢

　これは私のアイディアなのですが、一日のどこかで、メンテナンスをする時間をもち、休憩するととても

助かったので、たとえば週休3日、実働５～６時間を２年間など限定して働けることができたら再発が減

少できないかと思っています（スライド15）。

　最後ですが、小児がんの私の友人に相談したことです。「いつまでも両親と一緒に住んでいるのは、

パラサイトなんだろうか。」に対して、「自立とは親元を離れて暮らすことではない。困っていることを自覚

し、それを人に伝えられることだ」と言われました。

　また「いまの仕事のままでいいのだろうか。」ということもきいてみました。すると「天職に就ける人はほ

とんどいなくて、奇跡的なこと。。体調にあった仕事、つまり適職に就けることはとてもありがたいことなの

ではないの。だから天職でなくても、今の職場は適職だと思う。」と言われて、とても心が軽くなりました。

　私も誰かの心を軽くする1人として仲間になりたいです。昔は、この図の「患者」の位置にいましたが（ス
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ライド17）、今は「経験者」として、何か医療のお役に立てたらいいなと思っています。この図の丸の大きさ

はすべて同じに描いていますが、実は医療に関わって負担がかかっているのは、「患者」、「医療（者）」、

「家族」だと思うのです。これが「学校」や「社会」、「友人」、「経験者」がどんどん増えて、みんなが理解して

いくことで、負担割合が減っていけばいいなと思っています（スライド17）。

　ご清聴ありがとうございました（スライド18）。
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小児がんのプロトコールを若年成人にまで拡げる傾向

高橋（司会）　多和田さんに事実関係その他で質問がありましたらどうぞ。

会場発言A　本当にたいへんであったと思います。私自身も9回手術しています。手術をしてもなかなか

就職できず自分でなんとかやっていますが、多和田さんも社会に向き合って向っていく姿勢がすばらし

いと思っています。とにかく頑張らないで頑張ってください。

多和田　ありがとうございます。

高橋　ありがとうございます。成人がんとは少しちがう問題点があることをお感じのことと存じます。質問、

コメントをどこからでもけっこうですので、お受けします。

丸　石田先生か小沢先生からコメントをいただいてください。私の報告でまちがっているところがあれば

補足をお願いします。また先生がされている取り組みも御紹介いただければと思います。

高橋　それでは石田先生と小澤先生に一言ずつお願いします。

石田（聖路加小児科）　丸先生が最後に触れられた日本の動向のところで、「晩期合併症や治療後の様々

な心理社会的問題は、小児がんと同様であり、」というところに引っかかっておられたと思うのですが、こ

れは「小児がんと同様に大きな問題である」という意味ではないかと思うのです。実際にはこれは、治療

だけではなく、合併症と社会心理的問題が非常に大きな問題であるということを書かれているのではな

いかと読んでいました。そういう意味では、小児とAYAにちがう点はあるが同じように大事な問題として

取り組まなければいけないし、おそらく丸先生がお考えのように小児がんと異なった対応は必要だと思

うのですが、問題としなければいけないという意味では共通しているのだと思います。

　それから急性リンパ性白血病の話もされたと思うのですが、急性リンパ性白血病は、25～30歳ぐらい

までは、小児がんの治療プロトコールを血液内科もとりいれるようになって、プロトコールを小児がんに

変えることで治療成績も20％以上上がっているというのが全世界的傾向です。これが40代、50代にでき

るかと言うと無理かもしれませんが、30歳ぐらいまでは、今は世界的に急性リンパ性白血病に関しては、

ほとんどの国で成人の血液内科の領域でも小児がん型のプロトコールをやるようになっています。他の

腫瘍に関してはまだどの治療法がいいかわかっていません。アメリカの小児がんグループでは、肉腫関

係はかなりの年齢、39歳まで小児がんタイプのプロトコールをやるという方向で、それが本当にどのくら

い功を奏するかはわかっていませんが、そうした方向もあるようです。

　もちろん小児がんとは異なっていて、われわれも15～20歳ぐらいの人を治療すると小児がんと較べて

合併症が多く、たいへんではあります。合併症が多くてけっこう苦労するのでノウハウを蓄積しないとだ

めだと思います。プロトコールがいいだけでは成績はよくならないと思いますが、少なくともそういう方

向にはあると思っています。

高橋　ありがとうございます。現在進行形で治療方針や対応が変わっているというお話しでした。小澤先

生お願いします。

小澤（聖路加）　石田先生のようにAYAに特化して取り組んでいるわけではないのですが、そういう小児

がんのサバイバーのお子さんを私自身は診ることが多いです。そういう体験を糧にして成長しているお
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子さんもいたり、10年たってつまづいてご両親と相談に来られる方もいたりで、本当に様々な現実に出会

っています。AYAの世代が15才未満のがん患者数の3倍いるというのはなるほどと思いました。AYAの世

代の人たちはどこで治療法なり、治療の苦労を病者の窓口として持っていらっしゃるのかと思いながら石

田先生が今取り組まれているようなところでお手伝いできたらいいと思いました。

患者同士を結びつけるサポートツールはどうあればいいか

高橋　ありがとうございます。どういうところからでもけっこうですので、どうぞ。

会場発言B　多和田さんに２つ質問があります。ひとつは高校生時代と社員として働いている時のそれ

ぞれで、どういうサポートがあればもう少し過しやすくなったかということです。ピアサポートグループが

あればだいぶ変ったのではないかと言われていましたが、具体的に高校生時代はどういうサポートがあ

るともう少し過しやすくなったかをうかがいたいと思います。

多和田　高校生の時は、病気は同じでなくてもいいのですが、同じ世代の経験者の話をたいへん聴きた

かったのです。聴きたかったというのは、無意識の内に思っていました。聴けないということを前提に生

活していました。少女マンガで、マイノリティの人ばかりをとりあげている少女マンガに出会いました。そ

れを一生懸命に無意識に読んでいました。最初は意味がわからなくても毎回読んだりしていたました。

　『綿の国星』というマンガなどを描かれている大島弓子という漫画家のマンガです。その方の短編集で、

お母さんを亡くした高校生の話であるとか、難病になった女子高校生の話であるとかがとくにとりあげら

れていて、物語に非常に引きつけられました。

　今思えば、同じような体験をした人の話を聴きたかったのだと思うのです。どのように切り抜けていっ

たのかを参考にしたかったので、2次元ではなく3次元で意見交換ができるような人が、友だちとして出会

えたら非常によかったのにと思っています。

会場発言B　もう少し具体的にお願いしたいのですが、患者文庫やネットなどにつながってくる経験だと

思うのですが、たとえば丸先生の話でキャンプのサポートがあればいいという話もあり、最近はネットの

中でスカイプとか使って話したいとか、場合によってはテレビ電話などでお話しするというやり方もある

と思うのですが、どういうようにするとバラバラでつながっていない状況にあるAYAの方をつなげられる

とお思いですか。

高橋　多和田さんが最初に治療を受けられていた時代はおそらくこれほどネットが流行っていなかった

し、小児がんのキャンプなども、まだそれほどアクティブではなかった時代ですね。

多和田　そうなのです。あと付けになってしまうのですが、フェイスブックとかツィッターというのは若い

人が採り入れやすいのでたいへん有効な手段だと思うし、なにしろ仲間と出会える機会を持たせてくれ

る環境だと思います。私が一般病棟の外科にいたとしても、小児がん経験者のお話を聴くのはどうですか

という医療者の方の一言アドバイスがあったり、医療者でなくても、どなたかが的確な情報があればよい

と思います。それなら私の親も、私もそうしたらいいのかということを受け入れることができたと思うので

す。
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高橋　実は、今日、この勉強会の準備をしているとき、「入院したのが小児科ではなかったので、なかなか

出会いがなかったのですよ」と話をうかがって、ああそうだったのかと私も今日初めて知りました。逆に小

児病棟であれば、もちろん年代によるバリエーションはあるかもしれませんが、大人ではない世代の出会

いはある程度あると思います。大人の病棟に入ると、やはりそのあたりの出会いは少ないでしょうね。20

代、30代で乳がん、子宮がんの治療を受けられる時に、入院患者の中では非常に若いので、同病の方か

らも「若くてたいへんね」と言われて困ったという話をよく聞きます。

がん患者にとっての仕事の位置づけ

会場発言B　これは私どもの反省点だと思いますが、2回目の入院で、仕事の引継ぎを精一杯やっていら

っしゃるにも関わらず、水を浴びせるような看護師の言葉があったと思いますが、この病気なんだから仕

事なんかやることはないよという無意識のマイナスメッセージが伝わってしまって、なかなかつらい言葉

だったかなと私は思っていました。

多和田　私も仕事に対しての生きがいを今まで意識したことがなかったので、今日のこのお話をすると

いう時にふとその看護師さんのことが思い浮かんだのですが、私は看護師さんの言葉をプラスにとって

いて、仕事に専念することもいいけれど、これから待っているあなたの治療はもっとたいへんな治療にな

ってくるはずだから集中した方がいいのじゃないかなということを、ある意味、匂わせてくれたと思ってい

ます。

会場発言C　多和田さんに質問です。私とも経緯が似ているところや、共通しているところが多かったの

で、関心を持って聴かせていただきました。仕事は命をかけるものではなかったという結論は、私も同感

です。　　

　私はがんになって入院して1週間で退社宣告をされてしまいました。私のがんに限らず、今の世の中は

病気などで体調を崩すと、会社などの雇用側は、それは自己管理が悪いからだと考えて、それでお払い箱

にされる風潮があります。このことには私は非常に憤慨しています。しかし実際に今はそういう風潮にな

ってきています。治療が一段落して今の仕事に就かれる時に年間22日病院に通われるということでした

が、そうした事情であるとか、自分の病気については、就職時に理解してもらえるようにお話ししたのでし

ょうか。

多和田　最初からすべてを理解していただいたとは思っていません。その時はいろいろは言えませんで

した。面接時にどういうことを言ったらいいのかを両親と相談しました。昔は入院したり治療をした過去

がありますが、今は元気なのだから「元気です。」と言いなさいということでした。ただ私が心配だったの

はやはり通院のことだったので、面接の時に、「何か質問はありますか」と言われた時に、「通院をさせて

もらえますか」という質問をしました。もしそれで「それはちょっとウチではむずかしい」と言われた場合は、

その仕事は辞退するつもりで面接を受けていました。それほど切羽詰った状態だったのですが、「そこは

有休の範囲内でやってくれればいいから」と言われたので、そのようにしております。

　他の企業さんでお話をさせていただいた時に、働き盛りの男性社員の方があとでいらっしゃって、「自
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分の会社では風邪をひいても休めない。診察で有休なんか使えない。」ということを言われていたので、

現実は私はとても恵まれた職場で、この環境はスタンダードはないと思って、いつも感謝して仕事をして

います。

会場発言C　すぐに仕事は見つかったのですか。

多和田　これはまったく参考にならなくて申し訳ないのですが、みなさんから「棚からボタ餅」と言われて

います。

会場発言C　私は8ヵ月就職活動をやりましたがまったくだめで、整体院を始めました。面接や求人の問

合せをする時に、自分の病気のこととか、私の場合、年間30日、病院に行かなければならないので、その

ことをきちんと理解したうえで雇ってもらえないと後々めんどうなことになるし、そうかと言って病院に行

かないわけにはいきません。身体を壊して命を縮めても会社がめんどうをみてくれるわけではないので、

最初から正直に、応募の時点でお話しはしました。結局どこも断られました。そういうことで雇うところが

なければ、自分で自分を雇えばいいということで、考え方を変えて自営業を始めました。がんで就職に苦

労している方にメッセージなどありましたらお願いします。

多和田　自分ががんであるということをぜひマイナスイメージでとらえないでほしい。たしかにがんにな

ったことでつらかったこともありますが、このような機会もいただきすばらしい人と出会えるチャンスもあ

り、視野が広がりました。なにしろ自分の命をとてもたいせつにすることができたのです。私の場合は若

かったこともあり、命や生活を大切に考える時間を普通の人よりも長く与えてもらっているのです。それは

職場で人と接する時にも現れます。風邪で具合が悪いという時も「風邪ぐらいでなんだ」と愚痴を言う人

もいますが、私はやはり自分の身体をだいじにしてもらいたいと思うし、人格形成のようなものに必ず私

のがん体験は影響しています。それを「ギフト」という言い方をされる方もいますが、マイナス面だけでは

ないということは常に考えて、生活してほしいと思います。

Position Statementと心理的支援

会場発言D　基本的なことですが、わからないのでお教えいただきたいと思います。Po s i t i o n 

Statementというのは実行力をともなったものというお話があったのですが、誰が誰に対して呼びかけ

ているものなのか、もう少し詳しくお教えいただきたいのですが。

丸　出版されているものは、『Journal of Clinical Oncology』という、がん医療に携わる医療者が読むよ

うな雑誌ですので、読者として想定しているのは専門職であるとは思います。ただ内容は地域の住民とか

教育職であるような人ともコラボレーションしていかないと達成できないような内容が書いてあります。

メッセージを向けている先は医療職なのですが、おそらくいろいろな職種を想定して書かれているので

はないかと思います。

高橋　この雑誌にはZebrackさんが書かれているようなのですが（丸先生講演スライド9参照）、おそらく

この領域のスペシャリストですね。アメリカ臨床腫瘍学会のPosition StatementとしてZebrackさんが書

かれたということなのでしょうか。
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丸　そこは確認していません。Zebrackさんという方自身は、Closing the Gapでは心理・社会的なプログ

ラムのことを主に担当されている方で、心理支援の研究者だと思います。AYAの心理に限ってはいないよ

うです。この心理支援のプログラムは非常に特徴的で、自己効力感を高めるということに特化していて、

がんサバイバーの自己効力感に着目した心理支援を提唱しています。

AYA世代の医療の医師決定権はどこに

高橋　ありがとうございます。他はいかがですか。

会場発言E　本日は貴重なお話をありがとうございました。お2人にうかがいたいと思うのですが、AYAの

年齢層は、アメリカで言えば15歳から39歳ということですが、その時の診療や治療をどうするか、どういう

入院が必要であるということを決定するのは、医療者側は10代の若い患者に対して確認をするのか、そ

れともその親御さんに確認をするのでしょうか。

　多和田さんは10代の若い時と20代の時とで、おそらくご家族の中でのご検討などももしかしたら変っ

たところもあるかもしれませんが、その時の治療に関する決定ですとか、仕事との兼ね合いの決め方など

をおうかがいできたらと思います。よろしくお願いします。

丸　医療に関する意思決定権が何歳からあるかということでよろしいですか。アメリカは州によってかな

りいろいろなバラツキがあります。また医療についても、どういう医療を受けるのかということに関しても、

それぞれスタンダードがちがうのです。たとえばHIV検査を受けるということについて親の承諾なく意思

決定ができる下限年齢が、14歳という州もあったように思います。慢性疾患の治療、医療に関する意思決

定については、たとえば終末期になった時に延命治療を希望するかどうかは、がんの治療などではかな

り重要な決定になるので、いろいろと調べたのですが、明確な基準を出したものはいまだに見つかりま

せん。おそらくケースバイケースで決めているのではないかと思います。

多和田　このお話の中でできなかったのですが、10代の時であっても、私は積極的にがん告知を受けま

した。実は甲状腺がんの告知を受けたのは1980年代のできごとですが両親立合いのもとに医師から告

知され、どういう治療があるか説明されました。治療方法は手術をするしかなく、化学療法は効かないと

言われていました。選択肢は1つです。それを拒否すると、30年は生きられるが、その後あなたはどうなる

かわからないと言われたので、両親と私の意見は10代の未成年であっても同じで、「すぐに手術をした

い」ということでした。

　隠しごとをすると必ず親子間でイザコザが起きてしまうので、あなたとお母さん、お父さんには同じこ

とを言うよと言われていました。その話をあちこちですると、とても画期的であったと言われるのです。手

術の仕方まですべて教えていただきました。どこを開けて、顎に皮を金具のクリップで留めるであるとか

大動脈は糸で縛るという話を16歳の女子にするのです。そのことはたいへん衝撃があったのですが、結

局、先生を信頼することになったので、私はこれは非常にプラスであったと思っています。

　逆に20代の時は成人していたので両親もいたのですが、両親は呼ばれずに1人で告知を受けてしまい

ました。それは実は私にとってけっこうマイナスで、1人では理解できないこともあるのです。両親でなく
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てもいいのですが、共に告知を受け止めてくれる他の人ともいっしょに聞きたかったです。リンパ腫の場

合もかなりの難治ということで選択肢もあまり用意されておらず、漫然とチョップ（CHOP）療法をやるか、

まだ治療法として確立されていない末梢血幹細胞移植をするかだと言われました。それを選べるほど患

者に情報が与えられていない時代でもありました。今ではインターネットで科学的情報を患者さんもとれ

る時代ですが、そのころはインターネットも普及していなかったので、医師に与えられた情報を信じるし

かなかったというところがあります。

親子の関係

高橋　補足で多和田さんにうかがいたいのですが、選択肢は少ないにせよ10代の時の治療を選ぶ時の

親子間の会話と20代の時の親子間の会話は、10年ほど間があって少しちがいはあったとお思いですか。

多和田　すみません成長のない親子のようです。あまり変りはなく逆に比較をしてしまうのです。16歳の

時はすぐ元気になったのに、25歳の時はどうしてあの時のようにできないのかとかです。お互いに経験

があるのでイライラしました。しかも16歳の時は治るという前提でがん告知をされているのですが、25歳

の時は、治すことが難しいことを強調されているので、親子間のちがいというよりは同じ方向に歩んでい

たような気がします。

高橋　年代のちがいというよりは1回目なのか2回目なのかということでずいぶんちがうということです

ね。

多和田　そうです。

会場発言B　父親の役割はどうなのでしょうか。

多和田　すみません、なかなか父親が見えてこなくて。父はわりに客観的に情報を集めるために周囲を

回っていたというところがあります。知り合いの医師に、いわゆるセカンドオピニオン的なことを聞きに行

ったりです。私の前では冷静なのですが、けっこう的確なアドバイスをしてくれました。脱毛するのなら全

部刈ってしまった方がいいというのも父親のアドバイスでした。あまり話には出てきませんでしたが、か

なり存在感はあります。

AYAに特化した病棟は？

高橋　次のご質問をどうぞ。

会場発言F　精神腫瘍科の精神科医です。がんセンターで、リエゾンで患者さんを診て回っています。

AYAの年代の方は、小児科病棟で治療されていたりとか外科病棟にいらっしゃったりして、僕らは各病棟

を回っているのですが、なかなか患者さん同士が意思を通じ合うことができないので、どうしたらいいか

と思っていました。丸先生におうかがいしたいのですが、米国のAYAセンターでAYAの年代の方がたを中

心に、どのように治療をされているのかお聞きしたいのですが、それがたとえば日本の病院で可能なの

かどうか、何かありましたお願いします。

丸　米国には、思春期の人全般を診る思春期科というものがあります。おもにやっているのは性教育、健
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康教育、スクリーニングというところです。AYAセンターというかたちで、AYAを独立してどこかの病棟に

入れるというのは、恵まれた施設なのではないかと思っています。

　LIVESTRONGのホームページを見ますとAYAプログラムというものがあり、専門職向けの教育プログラ

ムになっています。

　米国の場合ですと、AYAと言っても、16歳でお子さんがいらっしゃる方とか、20歳過ぎても日本と同じよ

うに普通に大学生であったりとか、かなり幅が広いため、入院の際も小児科か成人病棟にするのは、それ

ぞれケースバイケースで対応するというトレンドに移行しつつあると思います。

　今はAYAセンターということで、一般の慢性疾患などの疾患を持つ思春期年代の医療のお話をしまし

たが、小児病院とか成人がんセンターを見ると、AYAプログラム、AYAOプログラムというものがあります

が、それが物理的な建物をともなっているかは分かりません。しかしAYAに特化した医療専門職はかなり

いるようです。たとえば小児医療ですとチャイルドライフスペシャリストと言われるものがいるのですが、

AYAの場合ですとアドレッセントライフスペシャリストという方がいるようで、そういうところも新しい動

きかと思っています。

　実際に見に行かれている石田先生にご発言いただいた方が良いと思います。

石田　AYA世代に特化しなくても、だいたいアメリカの小児病院はティーンエイジャールームというもの

があります。小児がんですと5歳未満が8割ぐらい占めるので、その世代に合わせてプレイルームがあるの

ですが、AYA世代にならなくても10代前半から高校生ぐらいの子どもたちが集えるティーンエイジャール

ームというものは、だいたいどの病院にもあります。ただAYA特有の病棟というのは僕自身も見たことが

ないのでわからないのですが、国際小児がん学会ではAYA世代が昨年ぐらいからクローズアップ問題に

されていてカナダとかイギリスは特化した病棟を作ったという報告は聞いていますが、実際に訪問したこ

とはないので現状はよくわかりません。

会場発言F　ありがとうございます。そういうものができればいい、プログラムが導入できればいいと思

いました。

丸　そうですね。ご紹介しましたClosing the Gapも、今あるリソースをどのように使うかということに重

点が置かれていて、箱ものを造ったりは、アメリカも財政難なのか、あまり打ち出していません。たとえば

北里大学病院では、2000年まで思春期病棟というものがあったのですが、採算性が悪く消滅してしまっ

たという経緯もあるので、よほどのセンター病院でないと思春期病棟を独立させるのはむずかしい。思春

期のがん患者は全体の2、3％というところです。また、がんの多様性の問題もありますので、ちょっとむず

かしいのではないかと思います。あればたいへんいいということも感じています。

高橋　ありがとうございます。むずかしいですね、16歳と39歳はまったくちがいますし、どのがんか、どう

いう治療を受けているかでもちがう。AYA病棟を開いてそこに集約すればいいのかと言っても、集約する

弊害もあるかもしれないですし、たいへんでしょうね。
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がん患者が働きやすい就労条件

高橋　ありがとうございます。他にいかがですか。

会場発言G　私は高橋班の研究員の一員です。専属産業医の経験も5年あり、この4月から大学で新たな

仕事をさせていただいています。多和田さんの最後のスライド（スライド15）「若年がんは生き方を変え

るのか」というのは、私は非常に共感し「イエス」だと思っています。

　実は私もサバイバーです。16歳の時に、手術はしませんでしたが、抗がん剤治療は全部しました。高校

1年生の時でしたので、私は入院しながら高校に行っていました。それが許されていた状況は、当時とし

ては非常に画期的なことであったと思うのです。私も告知を受けて、治療をするかと聞かれましたが、治

療するしかないわけですが、それまで病気をしたことがない、中学まで皆勤賞の人間に、症状がなにもな

い中で診断を告げられたので、非常にパニックになりたいへんだったという思いがあります。ただ、受験

してやっと入った高校でしたので、休学という選択肢は私の中にはありませんでした。主治医のトップの

先生は休学もやむを得ないという話でしたが、若い主治医の先生は私の意志が固いのがわかったので、

これはなんとかならんかと他の先生にも相談してくれて、当然特例だと思いますが、半年間、学校と病院

を往復する生活をしていました。それが終って普通の治療を受け、その後もずっとフォローを受けたりし

ていたのです。そういうこともあり、私は医療職をめざし、頑張ってなんとか医学部に入りました。

　「生き方を変える」というのはその通りだと思います。多和田さんのご提案の「目安として週休3日、実働

5～6時間を2年間など働けるのなら再発を減少できないだろうか？」というのは、再発が減少できるかど

うかはわかりませんが、こういう働き方はあってほしいと思います。こういう選択肢はあると思います。子

どもを持っている親は育児のための短時間勤務が認められるのに、なぜ病気で働いている人は認められ

ないのかと思っていました。

　ただそれがなぜできないのかという理由もわかるのです。というのは、私は産業医としても働いていた

ので企業の立場もわかります。企業はその人がフルタイムで働くぶんの給料を支払っているので、休むぶ

んはまちがいなく給料から目減りします。半分まではいかないが2／3には確実になると思います。その選

択を提示されても多和田さんはやはり短時間勤務を選択されるでしょうか。

　そういう働き方を用意するには、企業はかなり負っている部分があります。私はこれは企業がやらなけ

ればいけないことかと言われると、やや考えるところもあります。国が認めて、そういう補助的な制度でや

ってもいいと思うのですが、それもいろいろな理由からむずかしいところもあるようで、そこは今勉強して

いるところです。多和田さんは実際にどう思われるかおうかがいしたいです。

高橋　お給料が目減りしても、時間に余裕がある条件で働く方がいいと思われるかどうかですね。

多和田　私自身年のことになりますが、わたしはたとえ給料が減ったとしてもいいと思っています。なぜ

２年間と言うのかと申しますと、２年間ほどで再発リスクが減るからです。再発するかもしれないという心

のアップ・ダウンをたいへん体験しました。先生から「２年たったからちょっと安心できるかな」という一

言をもらったらたいへん自信がついたのです。したがって２年間は短時間勤務を選べる猶予期間という

かたちであると、実際に身体に効果があるかどうかは別にして、気持ちの上でもだいぶちがうと思うので
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　す。

　２年間の猶予期間があれば、自分のメンテナンスができるのになぁと常に考えてしまいます。どこか人

とずれているなと思うのは医療費の自己負担の金銭感覚が私にはあまりありません。お恥ずかしいので

すが、25歳の時の治療費も両親がもってくれました。これからもし再発したり、2次がん、3次がんになった

場合は、もちろん自分で払いますので、シビアに貯蓄はしています。一般の患者さんとは、金銭感覚のず

れがあるのではないかとお金の話になると何かぼやけてしまいます。

　私自身の価値観で言えば、お金が2／3に減ったとしたら、失業保険なども減ってしまうかもしれません

が、そういう間隔で働きながら、自分でお金を得たという実感も得ながら、自信もつけていける期間にな

ってくれたらいいなと、私は思っています。

打ち明ける勇気と受け入れる勇気を

会場発言G　周囲の納得感もだいじだと思います。ご本人にお給料が減ることを納得していただくことと、

周囲が「あの人は短時間しか働いていないけれどそれでいい」と認めてくれる文化が必要で、そのために

はある程度、自分の病気のことを周囲に打ち明けなければならないと思うのですが、そういうことに関し

てどう思われますか。

多和田　私はこれは声を大にして言いたいのですが、自分の病気をぜひ隠さないでいただきたい。全部

の人間に細かく言う必要はないと思いますが、病気はけっして悪いことではないし、困っていることを自

覚して、それを人に伝えられるということが自立なのだということを友人にアドバイスされたので、ぜひ打

ち明ける勇気と受け止める勇気。それを理解する気持ちを持ってほしいと思っています。

高橋　ありがとうございます。この研究班は3年目です。1年目の成果報告シンポのときには、キーワード

として、「説明責任」と「過不足ない情報共有」という2つの言葉が出されました。それは支援を引き出す、

わかってもらうためには自分で説明しなければいけないところもあるし、職場としても学ばなければいけ

ないということです。誤ったがんイメージを持つのではなく、この人のがんの状況、この人の治療の状況

というものを職場の人も学ばなければいけない。まぁ、理想と現実の間で思案することは多いのですが、

情報共有は本当に必要ですね。最後にご意見をおうかがいします。

会場発言A　私自身、病気のデパートで、3度死にそうな目に遭っています。病気というのは、自分の気持

ちをどこにもって行くかが健康になる秘訣だと思います。したがって私は「いつまで生きる？」ときかれた

ら「死ぬまで生きる」と答えています。そうすると生きる力が出てきます。マイナスに考えるのではなくそう

いう気持ちで行くと健康にどんどん向うのではないかと思います。

　仕事については、自分で仕事を創る。自分の体験を通して、自分のためにもやり、人に伝える。そういう

仕事がある意味ではいちばん天職だと思います。今の時代は仕事を創る時代だと思っています。私自身

は今も理解力もあります。しかしメンテナンスの部分で自分で温灸関係の仕事をし、なんとかやっていま

す。

　がんについては非常に後処理になっていると感じる面があります。食の部分にアプローチしないとい



がんと就労　第九回勉強会報告書 35

第三部　　総合討論

けない。罹ってしまったものをどうするというのでは後手後手でいけないと思います。食の部分、添加物

の問題、オレイン酸など、そういう部分の対策にもっと力を入れてほしいと思っています。

高橋　ありがとうございました。今日も活発なご発言ありがとうございました。本日、改めて思ったのです

が、仕事の意味というのは人それぞれであるということです。

　仕事は、お金を得るためだけではなく生きがいであると考える方がいる一方で、やはり何かだいじなこ

とは他にあって、とりあえず生活のために暮らしの糧を得るという働き方もあります。本当にそれは人そ

れぞれであるということを押さえた上で、誤った認識に基づかないその人らしい働き方が実現できない

かと、勉強会で話をうかがうたびに強く思います。

　本日はAYAという、ふだんなかなかまとまって勉強する機会が少ない領域について、たくさんのことを

学ぶことができました。お2人に拍手をお願いします。（拍手）
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