
　みなさん今晩は、お飲み物やスナックは確保さ
れましたでしょうか。清水先生のご講演が始まる
と面白くて立ちにくくなるので今のうちにどう
ぞ。
　第 8 回「がんサバイバーシップオープンセミ
ナー」は、「若年世代のがん」と題しまして、国
立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科の清
水千佳子先生にお話しいただきます。清水千佳子
先生は化学療法の専門家でいらっしゃいます。
　昨日、先生に、ご紹介用のプロフィールをお願
いしました。こういう講演会の時のプロフィール
はふつう、「○○大学を出て、××でトレーニン
グを受け・・・」というように、必ずしも聴衆が
興味を持つとは限らないことが続きます。そこで
今日はあまり真面目ではなく、かつ清水先生のお
人柄が良く分かるようなことを教えてくださいと
いうメールにしましたら次のようなレスが返って
きました。
　「チョコレートはゴディバより明治かブルボン。
趣味は子育て。中 3 と小 4 の女児の母」。これは

びっくりしました。普段はまったく生活感を感じ
ない方で、そう言えばそうか、お嬢さんがいらし
たなと思いました。それから、ご自身の「AYA
時代は MTV の全盛期で、アーティストではス
ティングが好きだったなぁ、今はおじさんになっ
てしまいましたが…」とありました。本日はいろ
いろなジェネレーションの方がいらっしゃるので
スティングを知らない人もおられると思います
が、私にもとても懐かしいです。
　今日の進行ですが、約 1 時間、清水千佳子先
生にお話ししていただき、その後 30 分ほどいつ
ものようにフロアからざっくばらんに質疑応答を
いただきます。どうぞ質問やコメントを考えなが
らお聴きになっていただけたらと思います。
　本日は共同通信さんの取材が入っています。写
真は、スピーカーと後ろの方から全体像を撮影い
ただくことになります。ご了承をお願いします。
　それから質疑応答の時、回によっては、ご自身
のことを色々と詳しく話される方もおられます。
この会はできるだけそのままの形で逐語録をつく
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り、年度末の 3 月には、私どもが主催している
「オープンセミナー」、「公民館カフェ」、首都圏以
外で実施している「ご当地カフェ」の 3 つの教
育イベントを今年度（2016 年度）の報告書とし
てまとめます。今日のお話や質疑応答もそちらに
入ることをご了承ください。そこで 30 分の質疑
応答の時間は、もちろん個人的なこともみなさん

に資する内容だとは思いますが、報告書として活
字に残ることをご了解いただき、ご自身でご判断
いただいたうえでご発言いただければと思いま
す。
　それではお待たせしました。清水千佳子先生の
お話に移らせていただきます。先生、お願いしま
す。
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はじめに

　過分なご紹介をありがとうございます。高橋先
生がカフェをたくさんやられているので、本日も
そのカフェの一環だと思い、あまり着てくるもの
を選びませんでした。白衣を着てきてしまった理
由です。最初に言い訳をさせてください。
　国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科
で働いています。自己紹介の補足をいたします。
平成８年に大学を卒業し、現在は腫瘍内科です。
これでだいたいの年齢はお察しください。そもそ
も医者以外の仕事はあまりしたことがないです。
専門領域は乳がんです。若い人のがんの専門家だ
と思われる方もおられるかもしれませんが、世の
中に若年がん専門家という方はおりません。私が
乳がん患者さんを診療していることで、本日の講
演内容が、そうした少し偏った経験内容になるこ
とをご了承ください。
　高橋先生が言われたように思春期の子どもを持
つ親で、自身はもはや若年と称するのは困難にな
りつつあります。ホルモンバランスが崩れてきて
第２の思春期ということで闘っています。
　高齢者の定義を 75 歳からという提言を日本老
年学会と日本老年医学会がしたのですから若年に
ついてももっと寛容な定義であったらと思う今日

このごろです。自身の思春期はあまり思い出した
くありません。しかしすべての方が過ごされてき
た時代ですから、若年がんの患者さんのことを考
える時には、自分自身の思春期のことを思い出し、
患者さんと共感しながら向き合うことが大事だと
思っています。
　今日は高橋先生からはアカデミックに話してく
れと言われたのですが、うまくお話できるかは分
かりません。スライド１に挙げたような話題につ
いてお話しいたします。まず「若年世代」とはど
ういう世代か。それから若年がんの特徴です。さ
らにその若年がん患者の特徴はどうか。そして若
年がん患者さんがどういうニーズを持っている
か。また国内では少し支援の取組みが始まってい
ますが、どういう取組みがなされているか。その
ようなお話をしながら後半みなさまと共に考える
題材を提供していければ良いと思っています。

清水　千佳子
国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科

若年世代のがん

スライド１　今日の話題
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スライド２　若年世代

スライド３　学術論文にみるAYAがん研究

スライド４　AYAがんに関する研究報告

がん対策上抜けていた AYA世代のがん
にスポットが当たるまで

　AYA という言葉は突然日本に上陸してきまし
た。厚生労働省のがん対策推進協議会の平成 27
年６月の「今後のがん対策の方向性について」と
いう資料に出てきたのはびっくりしました（ス
ライド２）。Adolescents and Young Adults 

（AYA）ということで、日本語で言えば「思春期・
若年成人」と言われている世代の人たちを指しま
す。
　ライフステージに応じたがん対策をやっていき
ましょうという国の大きな方向性が示され、小児
期、壮年期、高齢期がありましたが、AYA がぽっ
かり抜けていたということで、そこに焦点を当て
たがん対策が考えられるようになってきました。
　学術論文で AYA という言葉をタイトルに見か
けることが、最近はわりにありますが、いつごろ
から出てきたのでしょうか。世界の若年がん研究
の趨勢を見ると 2010 年代後半ぐらいからグッ
と若年がんの患者さんに関する論文が増えてきて
います（スライド３）。なぜかと申しますとランス・
アームストロングという競輪選手が精巣がんにか
かりお子さんをつくるのは難しいという経験をさ
れました。後は、セレブリティとして若いがん患
者さんに何か貢献をしたいと思いリブストロング

財団（LIVESTRONG Foundation）を創られた
のですが、その財団とアメリカがん研究所（NCI）
が AYA 世代のニーズが満たされていないという
ことで共同の取組みを始めたのが 2006 年から
だということが関係していると思います。その後、
AYA 患者さんにはどういうニーズがあるか、ど
ういう社会的支援ができるかという研究、あるい
はがんそのものの治療成績、後遺症、２次がんの
データなどが論文として出てきました。最近では
アメリカだけではなくヨーロッパやお隣の韓国な
どあちらこちらで AYA のがん政策などの報告も
出てきています。驚きましたが、2017 年になっ
てからまだ１ヵ月しか経っていないのに相当数の
論文が出ています。
　スライド４は、AYA がんに関する研究報告に
は、どういうものがあるかです。特徴としてよく
言われていることは、AYA がん患者さんは適切
な治療を受けていないのではないかということで
す。また AYA のがん患者さんは経済的に困って
いるのではないかということです。アメリカでは
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雇用の問題が保険加入の問題などにもつながって
きますから、がんになったことで医療費の面で
AYA がんの経験者はさらに不利になっているの
ではないかといった論文です。それからあとはア
メリカだけの問題なのか、そうではないのかと
いった国際比較の研究もあります。また臨床試験
ということを聞かれたことがあると思いますが、
AYA の患者さんの治療成績を良くしていくため
には臨床試験を進めなければいけません。AYA
の患者さんは、他の世代の患者さん、たとえば小
児がんの患者さんやより高齢者の方と較べて臨床
試験に参加する人が少ないという報告がなされて
います。

AYA世代のがんの特徴−生存率改善不良

　スライド５はアメリカのデータです。この研究
では 25 歳が上限です。15 〜 19 歳、20 〜 24
歳が左側の２つのグラフで、右側の３つのグラフ
は 25 歳以上です。いろいろな種類のがんが入っ
ているのが分ります。25 歳未満は血液腫瘍がい

ちばん多く、その他、脳腫瘍・骨腫瘍・軟部肉腫・
胚細胞腫瘍・甲状腺・メラノーマなどで、いわゆ
る希少がんと言われている種類のがんが多くみら
れます。ただ年齢が上がって 35 歳を超えてくる
と子宮がんや乳がんなど、より高齢層でも見られ
るようながん患者さんが増えています。
　アメリカの研究で、1986 − 1995 年と 1996
− 2005 年を比較してみると、より高齢の方の
予後が改善していることが分かっています。スラ
イド６は改善の伸び率を示したものです。女子と
男子に分けてみていますが、より高齢者ほど改善
しています。その改善率がスポッと落ちていると
ころが 15 − 20 歳ぐらいの年齢層です。この年
代のがん５年生存率の改善がみられていないとい
うところが問題であるということです。
　もう少し新しいデータですが、1992 − 1996
年と 2002 − 2006 年で、がん種別に AYA 世代
のがんが、他の年齢層のがんと較べて予後がどう
かという研究がされています（スライド７）。
　縦軸が５年生存率です。横軸の 15 〜 40 歳の
ところが AYA 世代です。たとえば急性白血病を

スライド５　思春期・若年成人（AYA世代）とがん

見ると小児の 15 歳未満は、
昔（1992 − 1996）に較べ
て、 最 近（2002 − 2006）
の方がかなり生存率は良く
なっています。しかし AYA
の世代の場合は、その開きが
有意に少ない。高齢者と較べ
て予後が良くなっていませ
ん。たとえば肝臓がんなどを
見ると高齢者の場合は良く
なっていますが、AYA 世代
のところは昔と較べて差があ
りません。がん種によってた
しかに少し良くなっているも
のもあるし、あまり伸びが変
わらないものもあるのです※このスライドは名古屋医療センターの堀部敬三先生よりご提供いただきました。
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が、AYA 世代のがん患者の予後は変わっていな
い、良くなっていないものが多いという報告です。
　それではどうして AYA 世代のがん生存率はな
かなか改善しないのでしょうか。社会的な要因や
生物学的要因が考えられています。とくに医療保
険への加入率が低いことや診断が遅れるというこ
となどがあります。若い方は、忙しいこともあり、
なかなか自分のことをがんだとは思いません。あ るいは診断する側の医者もちょっと来た若い方が

いきなりがんと疑うかどうかですが、若年者のが
んは頻度が少ないので、最初からがんを疑うこと
はありません。それで通常の高齢者などと較べる
とどうしても診断が遅れるのではないかというこ
とが言われています。それから臨床試験へのアク
セスが少ない、つまり、新しい治療へのアクセス
が少ないということ、あるいはまた若いというそ
のこと自体が生物学的に影響してがんの予後があ
まり改善しないのかもしれないというようなこと
も言われています（スライド８）。

AYA世代に対するがん対策研究
―AYA世代の定義とその特徴

スライド７　�米国 SEERデータベースに登録されたがん患者
のがん種別５年生存率：1992�-�1996�（淡色）
/�2002-�2006�（濃い線）

スライド６　�すべてのがん（カポジ肉腫を除く）を合わ
せた５年生存率の改善率：1986-1995 と
1996-2005 の比較（SEER9, www.seer.gov. 
Accessed April 19, 2009.）

　国内では、アメリカに遅れ
ること約 10 年ですが、よう
やく AYA 世代（15 〜 40 歳）
の方に対するがん対策のあり
方が検討されるようになりま
した。
　スライド９は「総合的な思
春期・若年成人（AYA）世
代のがん対策のあり方に関す
る研究」（H27 −がん対策−
一般− 005）です。研究代
表者は堀部敬三 （国立病院機
構名古屋医療センター臨床研
究センター長）先生で、小児
がん専門の大家の先生です。

スライド８　�AYAの生存率改善不良に寄与すると考えられ
ている要因
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スライドに挙げた名前だけでは分からないのです
が、非常に多くの職種の方が参加していらっしゃ
います。私は若年の女子の代表、女性のがんの方
の代表かもしれません。小澤美和先生は小児の精
神領域です。小原明先生は小児科の先生です。山
本一仁先生は血液腫瘍の先生です。大園誠一郎先
生は泌尿器科、松本公一先生は小児科の先生、多
田羅竜平先生は緩和ケアの先生、清水研先生はこ
このオープンセミナーでも話されましたが精神腫
瘍科の先生です（39 ページ参照）。新平鎭博先
生は国立特別支援教育総合研究所の先生でどちら
かと言うと教育がご専門の先生です。それからも
ちろん高橋都先生。あとは看護師、情報センター
の先生、栄養の先生、それから多くの生殖医療や
婦人科の先生、整形外科の先生などが参加されて
います。またこの研究班には、患者さんの代表と
して桜井なおみ（CANSOL）さんに協力しても
らったり、より思春期に近い方の経験を共有する
ということで、メディカルソーシャルワーカーの
樋口明子（がんの子どもを守る会）さんなどにも
協力していただいています。自分の領域を超えて
これほどたくさんの人と話す機会は初めてで、非
常に刺激的で色々な学びがある研究班です。
　研究班が立ち上がった目的は、厚生労働省の政
策研究です。つまり、国がとりあえず AYA のが
ん患者さんに何をしたら良いのかを提言してくだ
さいと投げかけてきたことから始まっています。
この研究班は、まず第１に AYA 世代がん医療の

現状調査および患者・サバイバーのニーズ調査を
行い、実態を把握する。その結果をもとに AYA
世代がん対策のあるべき姿を政策提言する。それ
から個別に出てきた課題に対しては、有用なツー
ルを開発して患者さんの役に立つガイドラインを
作っていこうということ。そして、とくに妊孕性
温存についてはネットワークを創っていこうとい
う大きな４つの目的を持って取組んでいます（ス
ライド 10）。
　理由は後述しますが、われわれの研究班の中で
は便宜的に 15 歳以上 40 歳未満の方を AYA 世
代と定義しました。AYA 世代は何歳までかにつ
いては、たとえば松下幸之助さんは、85 歳で「青
春とは心の若さである」、いつまでも青春とおっ
しゃっていましたし、私もまだ青春だと思いたい
のですが。
　この世代は精神的発達という点で非常に特徴的
だと言われています。スライド 11は、私が 20
年ほど前に大学で使っていた教科書からの引用で
す。おそらく 20 年たっても人間の本態はそう変
わるものではないと思うので、そのまま引用させ
ていただきます。青年期というのは 10 代（11
〜 20）です。この期間に人は、知的能力が非常
に進歩します。また性的感情が芽生えて、異性愛
の発達ということで人を好きになったりします。
それから感情的に興奮しやすくなってくると言わ
れています。それから自我を発見し、社会的に自
立していきたいと願う世代です。また自分のアイ

スライド 10　本研究班の目的スライド９　�「総合的な思春期・若年成人（AYA）世代のが
ん対策のあり方に関する研究」（H27 −がん対
策−一般− 005）
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デンティティを確立したいともがいている世代で
す。えてして理想主義になりやすく、親よりも仲
間が重要になっていく時代だと言われています。
　成人期は 20 代から 40 までで、おそろしいこ
とにこの後は老年期と書かれていました。当時は

まだ高齢者が 65 歳からだったからでしょうか。
成人期は、身体的成熟が完了し、人格発達も完成
します。家族を形成し、社会生活として職場や家
庭生活のなかで成熟していく時期でもあります。
青年期と較べるとある意味で色々な意思決定を現
実的に行えるようになってくる世代だと言われて
います。なかなか人間の成長はこのようにはいか
ず、まだまだアイデンティティの確立をめぐって
私は葛藤をしています。
　研究班の中で 15 〜 40 歳と定義したのは、政
策を考える時にピントをはっきりさせてほしいと
言われたからです。医療介護の側面からいくと
15 歳以上 40 歳未満というところは非常に手薄
になる時期です。もともと病気になりにくい世代
であるということもあり、子ども医療費の手当は

スライド 11　精神発達の特徴

スライド 12
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15 歳で打ち切られます。介護保険も 40 歳にな
らないと給付を受けられないといった制度上の弱
みがあり、そこにスポッとはまってしまった
AYA 世代の患者さんが色々な面で困る。そこを
根拠に研究班では AYA 世代を 15 〜 40 歳とい
たしました（スライド 12）。
　そういう AYA 世代の患者さんをライフステー
ジによる分類ができるかということで考えると、
先ほどの精神的発達と重ね合わせて、思春期（A）
と若年成人（YA）と分けられます。思春期は就
学期で、精神的・社会的自立に向けた発達段階で
す。就労前で経済的自立ができていない時期であ

に患者さんがおられたら A とか YA という区分
をするなとおそらく思われるのではないでしょう
か。私もそう思います。同じ年齢であっても自立
の度合いも違いますし、家庭環境や就労や就学の
状況、経済的状況も違いますし、その人それぞれ
が持っている夢やライフプランも違いますので、
おそらく何らかの政策として提言するとしても画
一的な対応をするようなことは、患者さんの側と
しては求めておられないというのがわれわれの基
本的な意識としてあります。

AYA世代のがんの特徴
―希少がんであることによる問題

　AYA 世代のがんの種類について、日本のデー
タを堀部先生がまとめてくださっています（スラ
イド 14）。欧米とほぼ同じです。男性と女性で
見ていますが約半数ぐらいは、若いところでは希
少がん、あるいは血液希少がんの方が多いです。
女性で 25 歳以上になると子宮頸がんが非常に増
えています。それから乳がんです。この後で乳が
んは爆発的に増えてきます。更に AYA 世代のが

スライド 14

スライド 13　ライフステージによる分類

り、意思決定も自分１人では
決められず、親が誘導するこ
とがまだ多い時期かもしれま
せん。性的にも発達途上です。
これが思春期の世代のカテゴ
リーです。
　もうひとつのカテゴリーが
若 年 成 人（Young adults）
です。仕事をし出して、精神
的・経済的に自立し始める。
意思決定は本人。次世代を生
み育て、社会を支えるという
重要な役割があります（スラ
イド 13）。
　ただ今日いらっしゃった中
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んの特徴として、とくに若いところでは希少がん
と呼ばれているがんが多いということが挙げられ
ます。
　AYA 世代の問題を考える時に、その世代だか
ら起きている問題なのか、がん患者の数が少ない
という問題なのかというところは、少し整理し、
区分けして考える必要があると思っています。
　頻度が高いがんは考え方が違います。若い方で
はだんだんと乳がんや子宮がんが増えてくるとい
うことだったのですが、スライド 15の年齢別が
ん罹患数を見ますと、いわゆる５大がん（胃がん・
肺がん・肝臓がん・大腸がん・乳がん）や子宮が
んは、高齢者が多い。AYA 世代の方もいらっしゃ
らないわけではないのですが、全体の中での頻度

　堀部班の登録部門の調査では、がん診療連携拠
点病院・小児がん拠点病院のがん登録部門にアン
ケートを行い、各施設で年間に何人ぐらいの
AYA 患者さんを診療されているかを、がん登録
から拾ってくださいとお願いをしました。６割の
回答でしたが、15 − 19 歳、20 − 24 歳と５歳
刻みで 35 − 39 歳までみていますが、いちばん
多い 35 − 39 歳でも中央値で年間 22 例しか診
ていません。施設での経験でこれですから、医療
従事者１人あたりにするともっと少ない数になり
ます。15 − 19 歳、あるいは 20 代前半になる
と年間２、３人そういう患者さんがいらっしゃる
かどうかというところで、なかなかこれは大変だ。
何とかしてあげたいなと思って、その時は仮に頑
張ったとしても、その経験がまたやってくるとは
限らず、医療従事者の経験がなかなか蓄積されて
いかないという問題点があります。

AYAがん患者のニーズとその充足度

　そういう現状を背景に AYA の患者さんがどの
ようなニーズを持っているのかをお話ししていき
ます。

スライド 15　年齢階級別�罹患数（全国推計値）2012 年

スライド 16　がん種による分類

が少ないためになんとなく無
視されてしまう、いないかの
ごとく扱われてしまう側面が
あります。
　いわゆる希少がんは、多く
の診療科にまたがる多様なが
ん種。そして成人の方に多い
がんでは、そのがんになった
がん患者さんの数は多いので
すが、そのがん種の中では希
少な年齢層なので若年世代特
有のニーズが見逃されてしま
いやすい側面があります（ス
ライド 16）。
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　AYA の患者さんは人間として成長している過
程です。社会や周囲の人、医療者やご家族に接し、
そういう触れ合いの中で成長していくのですが、
みなさんが病気になられた時にどう思うかを想像
していただければまさにその通りのニーズがある
のだと思います。「卒業できるだろうか？」「就職
できるだろうか？」「友だちや同僚とうまくやれ
るだろうか？」「家族に心配をかけたくない」「み
んなと同じように成長できるかな？」「恋人や子
どもを持てるのだろうか？」などです。その他、
根源的なことで、思春期そのものは本当にこうい
うことを考えがちなのですが、「生きる意味」や「死
ぬこと」について考えるでしょう（スライド
17）。
　私たちは 2016 年６月から 11 月までに、全国
の研究に参加されている施設の患者さんと患者会
の方々などにご協力をいただき、日本の AYA の
がん患者さんがどういうニーズを持っているのか
を調べるため、アンケート調査をさせていただき
ました。分厚いアンケート用紙でしたので、頑張
るとご褒美に QUO カードをもらえるというこ
とを誘い文句にしてやっていましたが、本当のご
褒美は政策に活かすことだと思って回答してくだ
さったのではないかと思います。記入していただ
いた患者さんやご家族の方にはこの場をお借りし
て御礼を申しあげます。想定以上の方にご協力を

いただくことができました。本日はその結果をみ
なさまとシェアしたいと思います（スライド
18）。
　治療中のがん患者さんの悩みのトップ 10 を５
歳刻みで年齢階層別にみますと、全体を見てもそ
うなのですが、どの世代でもトップに来るのは「今
後の自分の将来のこと」でした。第２位が「仕事
のこと」、それから「経済的なこと」で、「診断・
治療のこと」は４番目です。「不妊治療や生殖機
能に関する問題」というものが５番目に入ってき
ます。それからやはり患者さんは「家族の将来の
こと」を心配されていますし、長期的な「後遺症・
合併症のこと」についても心配されています。
15 − 19 歳ではまだ就学中の方々も多いという
ことで、「学業のこと」や「体力の維持または運
動すること」の悩みが上位に出てきます。「不妊
治療や生殖機能に関する問題」は、そういうこと
についていちばんリスクがあると言いますか、今
直面しそうな 25 − 39 歳ぐらいの方では比較的
高い位置に来ます。
　患者さんのニーズは非常に多岐にわたりますが
世代によっても違うということがひとつのポイン
トです。もうひとつは診断や治療以外のことが数
多くあるということが強調したいポイントです。
　それから治療中と治療後では悩みが変わってく
るということがあります。たとえば「不妊治療や
生殖機能に関する問題」は、治療中の患者さんで
は 25 − 39 歳の方々に多いのですが、10 代のスライド 17　AYAがん患者のニーズ

スライド 18　�AYA 世代がん患者及びサバイバーのニーズ
に関する包括的調査
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方々で治療中には悩みとして高いところに上がっ
てこない方々も、いったんがん治療が落ち着いて
考えられるようになると「不妊治療や生殖機能に
関する問題」は、上位に上がってくるということ
になります。「後遺症・合併症のこと」も上位に
来ます。
　この結果から AYA の患者さんのニーズは、そ
の場限りで対応すれば良いことではなく、がんに
なった後、がんが治った後もフォローし続けてあ
げるという仕組みをつくっていくことが大事だと
思います。ただ、今のところなかなか難しく、小
児慢性特定疾患治療研究事業で 18 歳未満あるい
は 20 歳未満の児童の対象疾患の方には医療費の
補助としてお金をいただけるという制度がありま
すが、20 歳を過ぎるとお金の切れ目ということ
もあるのでしょうか、その後は本人も忙しくなっ
てしまいフォローアップのための病院に通院しな
くなる患者さんもいらっしゃると聞いていて、長
期的に患者さんにどういうことが起こるのかとい
う合併症などのデータもまだ国内では蓄積できて
いない状況です。
　次にお悩みをどれくらい相談したいと思ってい
るかですが、ニーズの多い順では、「診断・治療
のこと」がやはりいちばんです。「後遺症・合併
症のこと」も高く、やはり医学的なことを相談し
たいと思われていることが分かります。そのニー
ズがどのくらい満たされているかも調べていて、
３〜４割の方が「診断・治療のこと」「後遺症・
合併症のこと」を相談したかったのに相談できな
かったと回答されました。
　それから上位に来ているのが「経済的なこと」

「今後の自分の将来のこと」です。悩みとして高
いものが上位に来ています。ただ、全部で 22 項
目について調べたのですが、色々なことを聞いて
いて１つたりともこのニーズはないというものは
ありません。いちばん低かったのは「学業のこと」
でした。これは単にその世代の患者さんが少な

かったというだけで、必ずしもこのニーズへの対
応が不要というものではないと思います。相談の
ニーズが充たされているもの、充たされていない
ものがありますが、だいたい平均すると５割ぐら
いのニーズは充たされていません。
　それでは今、施設で診ている AYA 患者さんの
数で施設のリソースに違いがあるかという検討を
いたしました。25 歳未満の患者を年間 11 例以
上診ている施設を AYA の多数診療施設と定義し
て調べました。多数診療施設は少数診療施設に較
べて専門医や専門看護師、薬剤師など何らかの専
門的資格を持っている人たちがわりにそろってい
るということで、リソース的には充実していると
いうことが分かりました。拠点病院への調査なの
で基本的にはこういうことを満たしていることが
要件ですから当然だとは思います。しかし少数診
療施設はやはりリソースが不足していることが見
受けられます。中等数診療施設は中間にきます。
　ただ多数診療施設でも、AYA の相談や支援を
考えた時に、この専門職の人たちは絶対にいた方
が良いというリソースが必ずしもあるとは限りま
せん。たとえば緩和医療の専門医は 50％ぐらい
にしかいません。生殖医療も 50％ぐらい、精神
腫瘍医は３割ぐらいです。チャイルド・ライフス
ペシャリストという、お子さんを支援する専門職
があります。当院にも小嶋リベカさんという方が
いらっしゃいます。このような方は、若年世代の
患者さんを診るのであればぜひともいてほしいの
ですが、これも 20％ぐらいです。このように
AYA に必要と思われる専門職が必ずしも AYA
患者さんを支援できていないというのが現状で
す。とくにがん専門病院ですと生殖医療について
は非常に弱いです。大学病院や総合病院では婦人
科があり生殖医療の先生がいらっしゃるところは
ありますが、われわれのたとえば国立がん研究セ
ンターに生殖医療の部門はありません。がんの専
門病院では、生殖医療医を雇っても、それほど患
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者さんの数も多くなく、十分な働きはできないで
しょう。おそらく経営者の視点からはそういう人
はうちの病院には雇わないという結論になるので
はないかと思います。したがってがん専門施設で
はとくに生殖医療に関しては他の医療機関への紹
介をしていくネットワークづくりが必要になって
くると思います。
　このように医療機関における AYA の支援は、
多数診療施設ではリソースは充足しているが十分
と言えないし、すべての医療機関にリソースを配
置することは現実的ではないと思います。多いと
ころでも年間にせいぜい 10 例や 20 例あるかど
うかという施設に AYA 支援のためのリソースを
充実させるのはかなり難しいことだという理解を

しました（スライド 19）。

がん生殖医療の現状
―ガイドラインとネットワークづくり

　がん生殖医療に関しては、今は非常に活発にが
ん領域の人間と生殖医療の先生方がコラボレー
ションをしている領域ですから少しご紹介をした
いと思います。
　抗がん剤を使うと卵巣機能が落ちることは良く
知られています。お薬の中身にもよるのですが、
たとえば乳がん患者さんなどでは術後の抗がん剤
治療をすると卵巣機能の年齢は 10 歳ぐらい歳を
取ると言われています。そうするとがんが治った
から子どもがほしいという患者さんが出てきて、
相談するところがないということになります。
NHK の番組で取材を受けられた患者さんが言っ
ていたことですが「がんの外科医の先生と産婦人
科の先生の交流が全然ない。私の場合は私を介し
て情報をお互いに伝えた」ということで、つまり
診療情報提供書というお手紙で伝書鳩のようにや
り取りをするような状態があり、向こうの医者は
こう言ったけれどどうすれば良いかということを
自分が間に入ってコミュニケーションを助けなけ

スライド 20　加齢に伴う卵子の数と質の低下と乳癌患者の年令階層別罹患率

スライド 19　AYA世代がん患者の支援

しています。解決策として、
なんとか情報・相談支援の
ネットワークを作っていくこ
とやあるいは生殖医療のよう
にアウトリーチによる支援を
していくことを考えていま
す。それから相談窓口の見え
る化です。ネットワークを
作っても、どこに相談窓口が
あるか分からないという状態
ではなかなか患者さんにも利
用されないということで、そ
ういう点での政策提言をいた
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ればならず、非常に負担を感じたということです。
　今は生殖医療、不妊治療は進歩してきて卵子を
凍結保存したり、受精卵を凍結保存したりするこ
とで、将来お子さんを持つ可能性を保つことがで
きると言われています。スライド 20のグラフは
卵子の数と乳がん罹患のグラフを重ね合わせてい
ます。乳がんは 30 代ぐらいになるとだんだん増
えてきます。罹患のピークは 50 歳ぐらいですが、
ちょうど AYA 世代で罹った方は卵巣の機能とし
てはかなり落ちた状況になります。35 歳を超え
ると自然妊娠する確率は 10％ほど減ってしまう
と言われています。世の中に女性が進出していっ
て晩産化が問題になっていますが、そろそろまず
いな、アラフォーだなと思っている時に乳がんに
なったような方がこうしたニーズをお持ちだとい
うことになります。
　乳がんと妊孕性の保持については、2006 年、
2007 年というのがひとつのエポックメーキング
な年でした。乳がんではお薬による治療が 1990
年代に大変増えてきました。そうすると乳がん治
療後の予後が改善し、「私はがんになっても生き
られる」と感じられる方が増えてきました。その
後、治療をもっと個別化しようという動きが出て

や、治療の個別化への関心が高まることが背景に
あって、初めてがんになった後の人生を充実させ
ることをもっと考えても良いという考えが出てき
ました。
　がん患者さんの妊娠・出産に関する研究や支援
は乳がんが先頭を切っていますが、そういう動き
の中で oncofertility（がん・生殖医療）という
ものが出てきました。アメリカのがんの学会であ
る ASCO（American Society of Clinical 
Oncology: 米国臨床腫瘍学会）が、がん患者さ
んには必ず治療前に妊孕性に関する情報を伝えま
しょうというガイドラインができました。ここか
ら世界的に関連する論文の数が増えてきていま
す。スライド 21にある『Oncofertility』という
のは教科書です。アメリカの生殖医療の Teresa 
Woodruff という先生が書かれた教科書で、その
方が造った言葉です。Oncology は「がん」です。
Fertility は「妊孕性」で、生殖機能といった意味
です。それを今流行っている PPAP のような造
語形にして oncofertility としたということです。
もちろんがんの治療と生殖医療、不妊治療が進歩
してきたということが背景にあります。
　もうひとつ大事なのは医療者と患者さんの関係

スライド 21　�Pubmed 医 学 文 献 数“breast�cancer（ 乳 癌 ）”AND“fertility�
preservation（妊孕性温存）”

きました。遺伝子検査のよう
なものをしてこのがんは再発
がしにくい、このがんは再発
しやすいといったことを予測
するツールのようなものが増
えてきました。このような
ツールを利用すれば抗がん剤
をしなくても良い人が増やせ
るのではないかということで
す。あなたは予後が良いから
やらなくても良い、あなたは
やっておいた方が良いとより
積極的に言えるようになる。
このように抗がん剤の進歩
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ます。まだ還元するところまではいっていません
が、乳がん患者さんだけをとっても乳がんと妊娠
という論文が今は増えつつあるところです。患者
さんに還元する情報が出るまではもう少し待たな
ければいけないと思っています（スライド 22）。
　乳がんがきっかけとなり、生殖医療の先生との
出会いがあり『乳がん患者の妊娠出産と生殖医療
に関する診療の手引き』が完成しました。がん患
者さんへの生殖医療の取組みは、今は、がん種横
断的な取組みに広げようということで頑張ってい
ます。2017 年春には日本癌治療学会から乳がん
以外のがん種の患者さんを診療している医療従事
者を対象にしたガイドラインが発行される予定で
す。こういうガイドラインができると医療従事者
はそれを無視するわけにはいかなくなり、世の中
で相談できずに困っている患者さんが少しでも相
談しやすくなると良いと思っています（スライド
23）。
　『診療の手引き』というガイドラインを作った
のですが、初めて会う生殖医療の先生方、診療領
域が違う方々と会議をするのは、最初は非常に緊
張しました。ただ最後の方の 2013 年 12 月には
家庭を振り返らずクリスマスイブの 24 日に会議
をするまで親しくなりました。みなさんやります
かと言いましたらこの日にしか集まれず、誰も拒
否をしないのです！（スライド 24）。

も変わってきていることです。がんを告知するよ
うになりました。乳がんの場合は治療の選択肢が
増えてきたこともあり、インフォームドコンセン
トが定着しやすかったということがあります。温
存治療にしようか全摘にしようか、ともに予後は
変わらないのであなたが選んでという形で選択肢
が出てきたことでインフォームドコンセントのあ
り方が変化してきたということです。
　それから患者さん自身がインターネットの普及
でがんの医療に関する情報を得ることができるよ
うになったことも妊孕性温存という動きの大きな
背景の一つとしてあると思っています。
　私たちは 2010 年に厚生労働省から乳がん患
者さんの妊娠・出産というテーマで科研費をいた
だき、まずは実態調査をやりました。医療従事者
に最低限こういうことは知っておいてほしいとい
う診療ガイドラインを作り、そのことをあちらこ
ちらで宣伝をしました。しかし乳がんになった後
に妊娠し出産するのが本当に安全かということに
ついては、実はあまり良い科学的根拠がありませ
んから、今後はその研究をしっかり行って患者さ
んにまた良い情報を還元していかなければいけな
い。そういう PDCA サイクルを、回し始めたと
ころです。今どこに来ているかと言いますと、診
療ガイドラインができあがって、今年改訂作業を
する予定で、臨床研究も国内で徐々に始まってい

スライド 22　PDCAサイクル スライド 23
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　それから知識だけではだめで、ネットワークを
作ることが必要です。岐阜県がいちばん最初に
ネットワークづくりに取組まれました。岐阜大学
の古井辰郎先生という生殖医療の先生が中心に
なってやられています。県内のがんセンターは県
立の岐阜大学だけなのですが、県内でがん診療を
している色々な医療機関と連携をする。たとえば
明後日から治療を始めたいので明日、卵子を保存
してくれないかとなると、古井先生が常に電話を
持ち歩いていて、問い合わせに対してすぐに返す
仕組みを作ったということです。担当している古
井先生が倒れないか心配ですが、岐阜県はそれが
非常にうまくいっているモデルです（スライド
25）。
　こういうものを全国に広げる動きを堀部班の中
でやっています。実際に今、１道２府 11 県でこ
うした連携のネットワークが作られている、ある
いは作る準備を始めているところで、このネット
ワークをぜひ全国津々浦々に広めていきたいとい
うのがわれわれの願いです（スライド 26）。
　とくに都市部と非都市部では違った形の連携を
考えなければなりません。地方では、大学病院が
頂点にあり、下に医局の関連病院があるというこ
とが多く、そういうところは仕組みを作りやすい
のですが、私どものようにあちらこちらの近隣に
大きな病院があると、また少し違った形の連携の
ネットワークを作っていかなければなりません。
国立がん研究センターではお隣の明石町にある聖

路加国際病院が古くからがん患者さんの妊孕性に
取組まれていますので、そこと病院同士の施設間
連携をするというモデルを今作っているところ
で、この４月から正式に稼働する予定です。

がん情報の普及啓発―患者と医療者とのズレ

　患者さんに対しては患者さんに読んでいただ
く、治療する前にぜひ手に取ってほしいと思う
リーフレットを用意しました。スライド 27は乳
がん患者のものですが、いかなるがん種でもその
パンフレットを日本がん・生殖医療学会のホーム
ページへのリンクから無料でダウンロードするこ
とができますから、もしお近くに悩んでいる方が

スライド 24　『診療の手引き』完成まで スライド 25　岐阜県がん・生殖ネットワーク

スライド 26　がん・生殖医療連携体制の整備と普及啓発

※スライドは古井辰郎先生より提供。

111若年世代のがん　

�ん本.indb   111 2017/03/21   1:07



いらっしゃったらこういう資料もあるよというこ
とでご利用ください。
　それから国立がん研究センターの相談支援セン
ターでは全国からの電話相談に対応するというこ
とで、がん治療と妊娠という相談窓口も開設しま
した（スライド 28）。このホームページはなか
なかたどり着けないことが問題ですが、国立がん
研究センター中央病院の相談支援センターのペー
ジに行って、下の方までスクロールすると必ず出
てきます。世の中にはそれぞれの研究班やがん・
生殖医療学会があり、がんの医者と生殖医療の医
者が学術的に話し合い、それぞれにホームページ
を作っています。

　このように私たちは非常に頑張ってやっている
つもりではいます。堀部班の調査に戻りますと、
専門医に対しての調査結果でも、「がん患者さん
に生殖や妊孕性について説明するのはとても重
要」と 99.2％の方が回答しています。しかし患
者さんの調査をすると「生殖や妊孕性についての
情報がほしかったがなかった」というケースが患
者で 36.4％、サバイバーで 63.0％ほどいます。
相談ができなかったということです。また説明を
受けていないという人が患者で 67％、サバイバー
で 59％います。医療者の意識と患者さんの側の
ニーズはまだうまくマッチできていない状況で
す。
　それはそうだと思いました。本日、資料を作る
ためにグーグル検索をして「がん患者の妊娠」と
入れてみると日本がん・生殖医療研究会のホーム
ページは、上から６番目ぐらいにようやく出てき
ました。その前にあるブログなどを読んでいると
こちらの方がおもしろくなってしまうと思いまし
た（スライド 29）。私たちがこれからおそらく
取組んでいかなければいけないのは、この妊孕性
の問題だけではなく、適切と思われる情報、正し
い情報をいかに患者さんにいちばんに目につくよ
うな形でお届けするかということです。ここは高
橋先生が取組まれているところだと思います。そ

スライド 28

スライド 29スライド 27

http://www.j-sfp.org/ped/dl/breastCancer_brochure.pdf
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ういうことを考えていかなければいけないと思っ
ています。
　それからがんになったばかりで混乱している患
者さんが、全員、妊娠や出産のことについての説
明をされることを望んでいるかという観点から言
うと、けっしてそうではありません。スライド
30はアメリカのデータですが、診断時に妊孕性
に関する情報がほしかったというのは、40 歳未
満の乳がん患者さんの２割ぐらいです。若いから
と言ってみんながそれを求めているわけではな
い。フォローアップ中では 10％です。ガイドラ
イン的にはがん治療が始まる前に説明すれば良い
という書きぶりになっていますが、治療が落ち着
いた後にもまだニーズがあるということとまった
くそういうものは不要だと思っている人、まった
く関係ないと思っている人も 50％ぐらいいらっ
しゃるということです。直接、がんの治療にかか
わる問題でもないということもあり、情報提供や
相談支援が押し付けであってはならないと思って
います。しかし何も確認せずに治療を行うのは好
ましくなく、治療中・治療後にかけてどうかと思っ
た時にはちゃんと声を掛けることも大事だと思っ
ています。

妊孕性保持と患者さんのそれぞれの選択

　これから先は少し実際の体験をモディファイし
て紹介します。気楽にお聴きください。妊孕性に
ついては生殖医療の先生は非常に頑張っているの
ですが、生殖医療を挑戦をした人もいますし、挑
戦をしなかった人もいる。どちらが幸せというこ
とはないということが言いたいことです。
　38 歳のステージⅡ期の女性ですが、Ⅱ期なの
で術後の治療を積極的にお勧めしたい人だったの
ですが、38 歳ということで今、産んでおかない
ともう無理ということで子どもを持つことを優先
しました。フィアンセとすぐに結婚し、すぐに妊
娠しました。術後治療はイレギュラーになります
が妊娠・出産が終わった後になります。この方は
７年目に再発をしました。ただその再発をした時
に子どもを持つことを選択したのは後悔していま
せんと言われていました。
　27 歳のステージⅡ、ホルモン受容体陽性の方
ですが、27 歳なのでたぶん抗がん剤をやっても
卵巣機能は大丈夫と思ったのですが、保険として
取っておきたいということなので凍結保存したと
いう方です。
　それからパートナーがお子さんをほしいと強く
思っていると自分が思うので半年間不妊治療に
チャレンジした方もいらっしゃいました。
　いちばん驚いたのはⅢ期のトリプルネガティブ
で、乳がんではけっこう予後が悪い人でした。も
ともとお子さんがほしいということで不妊治療を
して卵子を保存していた方なのですが、２年目に
妊娠をしたと言われて、卵子を子宮に戻したこと
を私たちは知らずにいて、とくに２、３年目は再
発をしやすい時期なので２年目を迎えた時に再発
しなくて良かったですねと言ったら、その患者さ
んが「私はそんなに悪かったの」と言われました。
一生懸命にお話ししたつもりでも伝わり切ってい
ないことがあるということをこの方から学びまし
た。
　それからパートナーと良く話し合った結果、ス

スライド 30　妊孕性に関する情報のニーズ
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テージⅠ期だからわりに予後も良いのでどうかと
思っていた方ですが、今まで２人とも強く子ども
を持ちたいと思ったわけではないのでがん治療を
優先しますという方もいらっしゃいました。
　独身ですが妊孕性保持の方法について聞いてお
き た い と い う 方 も い ま す。 実 は 生 殖 医 療 は
100％ではなく、子どもを持てるのは 20％ぐら
いの確率だと知ったら「やめておきます」と言わ
れていました。
　それからまったく関係がないと思っていらっ
しゃる方もおられます。
　ある意味では昔に較べると選択肢が増えたとい
うことが患者さんを悩ましているのかなと思いま
した。60 歳の方で、若い時に乳がんになった方
ですが、その時にどう思いましたかと聞きました
ら「産めないと言われた時は目の前が真っ暗に
なったけれど仕事があったので乗り切れた」と言
われて、今も心の痛みがないわけではないと思い
ますが乗り越えられた方もいらっしゃいます。
　驚いたのは次の方です。41 歳の方で、32 歳
の診断時にすでに３人のお子さんがいらっしゃっ
て、ご本人ももう子どもはいいと思われていたの
ですが、８年目のある日、乳房が張っているとい
うことで診察を受け、生理があるか聞きましたら
ないと言うのです。産婦人科に行ってきたらどう
ですかと言いましたら翌年には息子が生まれまし
たというご報告がありました。自然妊娠をすると
いうことも大いにありうるということです。
　今、がん患者さんの卵子や精子の保存（妊孕性
温存）を一生懸命にやっていることを否定するつ
もりはまったくありませんが、あくまでも選択肢
であるということが大事であり、患者さんに自由
に選んでいただくのが大事だと思います。

誰が治療の価値を決めるか
―自己決定を支援する

　妊娠・出産にしても、就労や就学にしても、経
済的なことにしても、すべてについてですが、通
常のお薬の治療の研究やそのため治療の研究と
違って科学的なエビデンスを信頼性の高いもので
得ることはできません。いわゆるランダム化比較
試験という科学的な手法で研究することができな
いからです。患者さんのそれぞれの状況で選ぶも
のであり、薬の研究のようにくじ引きを引いてあ
なたは学校に行きましょう、あなたは止めておき
ましょうというようなことはできません。今、強
く感じるのは、ある意味、がんの治療に関するエ
ビデンスはひとつの情報に過ぎないということで
す。患者さんの年齢やがんの種類による違いもあ
りますが、他の先生方と話をしていく中で、妊孕
性の問題は非常に個別性が高いと感じています。
思春期は思春期なりの問題があります。がん治療
の緊急性が高ければ妊孕性の問題は話しづらい、
あるいは話すにあたっては生命予後の情報をきち
んと受け止めていただかないと困るという問題も
あります。（スライド 31）。
　がん治療と妊娠・出産、あるいはそれ以外のサ
バイバーシップの問題でも良いのですが、誰が治
療の価値を決めるのかという原点に戻る必要があ
り、サバイバーシップに関しては少なくとも私た
ち医者の領域を超えている部分が、非常に大きい
と感じます。スライド 32は生命倫理の教科書か
ら取ってきたのですが、身体的なことの中でも葛
藤することがあるのですが、それ以外にも明らか

スライド 31
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に医師の専門領域を超えたことがあるということ
が書かれています。まったくその通りで、どこま
でが医療機関の中で医者がやるべきことかという
ことを考える必要があります。
　がんもそれぞれ、宿主もそれぞれということで
す（スライド 33）。
　したがってこの妊娠出産に関する『診療の手引
き』をあえて「ガイドライン」とせずに「手引き」
としたのは、そういうことも背景にあります。「ガ
イドライン」の、こうするのがいちばん良い、こ
れがベストだからこうしなければいけないという
イメージを払拭したいということがあり『診療の
手引き』としました。そして『診療の手引き』の
中では、「医療者の責任は医学的なアセスメント
と十分な情報提供、医学的助言、意思決定の支援
にあり、最終的な方針の決定は、患者さんの自己
決定権を最も尊重する立場をとることとし、」と
あえて宣言しました（スライド 34）。これは通

常の治療に関する診療ガイドラインには書かれて
いないことだと思います。
　患者さんが自分で決めるのを支援するというこ
とですが、妊孕性に関して考えるポイントという
のがあります（スライド 35）。
　大事なのは、患者さんご自身がちゃんと分って
いるのかということです。医療者はたくさんの情
報を提示するのですが、それがまず理解できてい
るかです。自分が置かれている状況、治療に関す
る選択肢、それぞれの選択肢の長所と短所が分
かっているか、自分にとって何が大事かが分かっ
ているか。治療の選択肢は提示されたときには、
その選択肢のどの長所が自分にとって重要か、ど
の短所が自分にとって重要かはっきりしています
か。それから支援をきちんと得ているか、あるい

スライド 32　がん治療�vs.�妊娠・出産

スライド 33　がんもそれぞれ、宿主もそれぞれ

スライド 34

スライド 35　�自己決定支援：患者が自分の問題として考え
られるよう機会と適切な情報を与えられてい
るか？
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は意思決定をするに当たって誰かからプレッ
シャーがかかっていないかということを考えま
しょうということです。それから自分の最終的な
選択に納得しているのか、何が最善の選択である
かはっきりしていますかということで、色々のが
んを得たうえで暮らしていく上でのもろもろのこ
とを考えていただきたいなと思っています（スラ
イド 36）。
　治療のことだけでも色々決めなければいけない

のですが、さらに生活上のことも色々決めていか
なければいけないので、がんになった後は相当に
大変だと思います。がんにならなくても大変なの
で、よけい大変だと思います。がん治療中の悩み
には色々なものがあり、繰り返しになりますが治
療や診断ではない生活上の悩みの方がどちらかと
言うと多い状況です。中でも個人的なことは、た
とえば自分の将来のことは、病院に来て相談して
も何もアドバイスができませんので、ここは病院
で相談することではないと思います（スライド
37）。

さまざまな取組み

　ニーズの中の「容姿」のことで少しお話ししま
す。国立がん研究センターでもアピアランス支援
センターを作りました。私たちがアピアランス支
援センターをやるに当たって大事にしていること
は、医療現場で医療者が行うべきアピアランスケ
アを追求していることです。10 年ほど前に、草
の根運動的にアピアランス支援を始めた時、野村
和弘院長に言われたことなのですが、化粧品売り
場に行ってきれいにしてもらうのと病院で医療者
がやるアピアランスケアとは何が違うのかと聞か
れました。それに対する答えが今のアピアランス
支援センターです。つまり外見に関する、患者さ
んだからこその問題に向き合うことです。医療者
が行うアピアランスケアは０からプラスにするア
ピアランスケアではなくて、マイナスから０にす
るアピアランスケアであることを常に意識しなが
ら野澤桂子支援センター長と一緒にやっていま
す。
　『もし妻ががんになったら』ということで今朝、
テレビで取り上げられていたようですが、患者会
の取組みも重要です。AYA 世代の患者さんは非
常に活発です。インターネットで検索すると患者
会活動が盛んなことが分かります。患者会のウェ

スライド 36　“Decision�making”

スライド 37　がんサバイバーシップ意思決定の連続
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ブサイトはちゃんと上位でヒットするように上手
にできていますね。ただ、堀部班の調査でも、患
者会を利用している方は、10％程度です。利用
できている方は「非常に役に立っている」と回答
されているのですが…。ここをどうしていくのか。
患者会は、患者さんが必ず利用しなければいけな
いというものでもないのですが、もし患者会の存
在やその効用を知らずに悩んでいる方がいたら、
知らせてあげたい。これはこれからみなさんと一
緒に考えていきたい課題です。
　それから研究は大事です。研究がないと患者さ
んに良い情報をフィードバックすることができま
せん。たとえば乳がんの術後のホルモン療法とい
うのは５年や 10 年という長い期間のものです
が、それを中断して妊娠・出産を試みることの安
全性を確かめる国際研究が始まっており、国内か
らも参加しています。ホルモン療法を中断しても
う１人子どもを産みたいと考えている女性の映像
を、インターネットの動画で流しています。なぜ
流しているかと言いますと、この研究に対するサ
ポートが必要だからです。
　治療に対する研究費は国も多額の予算を付けて
いるのですが、ことサバイバーシップに関する予
算や、検診や予防に関することの予算はかなり少
ない。製薬会社などのメーカーは薬とは直接関係
ないためサバイバーシップの研究にはお金を出さ
ないのです。しかし研究をやるにはそれなりにお
金が必要で、そこをどうするかということで、こ
の国際研究ではクラウドファンディングという手
法を用いてかなりお金を埋めることができてきた
ということです。国内では一般企業や若手乳がん
患者さんの会の方が自分たちの活動の売り上げの
一部をご寄付下さり、研究に参加することができ
ました。このような取組みを国内でも進めていく
必要があると思います。

がん医療の近未来像を示すAYAがん医療

　AYA 患者さんの支援を考える時に大事だと思
うポイントは、医療従事者にはできることとでき
ないことがあるということです。また患者自身が
できることとすべきことがあると思っています。
つまり患者さんから言っていただかないと私たち
はどのようなニーズがあるか分からないのです。
忙しくしていて話し掛けづらいかもしれません
が、言わないことには始まりません。医者に話し
掛けづらければ周りのスタッフに対して、悩みを
まず口に出していただく。それから患者さんには
治療に参加していただきたいと思います。更に、
医療機関にもできることとしなくてもよいことが
あると思います。そして社会ができることと社会
に働きかけるべきこともあるのではないかと思っ
ています。
　今は AYA 世代が問題だと思っているかもしれ
ませんが、今、AYA の人も 10 年たったら AYA
でなくなってしまうかもしれません。今、AYA
の人たちがとっている治療に対する行動は 10
年、20 年後に高齢のがん患者がとっている行動
なのではないかと思います。今、AYA 世代の患
者さんのために、患者さんと医療従事者と社会と
が一緒に起こそうとしている根源的な変革は、お
そらく将来のがん医療の理想的なあり方に一歩で
も近づくことになるのではないかと思っています

（スライド 38）。

スライド 38　AYAがん患者支援
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　患者さんを中心の医療の中で、われわれ医療者
は EBM に基づいて医療を提供していくのが役割
です。それ以外の役割を持っている専門職の方も
います。今回この場で強調したいのは、研究者や
メーカーの人たち、患者団体やメディア、財界や
政府といった大きな社会の方々も、AYA 患者さ
んだけではなくその他のがん患者さんのケアを考
えていくチームの一員であるということです（ス
ライド 39）。

まとめ

　まとめです（スライド 40）。AYA 患者特有の

スライド 40　まとめスライド 39　チームオンコロジーのABC

多様なニーズ、充たされていないニーズがありま
す。AYA 世代のがんは頻度が少ないため、施設・
医療従事者の、相談や支援の経験がなかなか蓄積
されにくい。そこは何とかしたいと思っています。
　それから AYA 患者が多い施設の方がリソース
が充足していますが、医療機関の中だけですべて
のニーズを充足することはできません。そのため
には患者さんやご家族、医療従事者、社会のコラ
ボレーションが大事だと考えています。
　少しずつですがそういう取組みが始まっていま
す。明日のがん医療のために、新しいことに一緒
に取り組みませんかというのが今日の最後のメッ
セージです。
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■ 高橋　清水先生あ
りがとうございまし
た。1 時間以上たった
のですがあっと言う間
でした。スライド 38

（117 ページ参照）に
ある、「医師（医療従
事者）ができること /
できないこと・患者自身ができること / すべきこ
と・医療機関ができること / しなくてもよいこと・
社会ができること / 社会に働きかけるべきこと」
は、AYA に限らずサバイバーシップの、その後
の生き方や、今のピンチや状況に自分はどう向き
合い、どう乗り越えていくのかを考える時に、全
てに通じることかなと考えながら、聴いていまし
た。本当に AYA だけではないなと思います。
　みなさんお待たせしました。お聞きになりたい
ことやコメントがたくさんあると思います。今日
は AYA の話にプラスして、特に子どもを持つと
いうところに焦点が当たっていたのですが、それ
以外にも山ほど課題があると思います。どうぞど
こからでもけっこうですので、ご質問あるいはコ
メントをお願いします。また、今日は、治療に向
き合うご自身、がんと向き合う人を身近に脇から
見るご家族、支える方、友人、同僚など本当に色々
な立場があると思います。どういうお立場からの

どんな問題でも良いので、どこからでもお手をお
挙げください。

男性AYA患者の生殖医療情報は
どこで得るか

■ 参加者A　私は現在 38 歳です。35 歳の時に
精巣腫瘍になり、これまでに 2 回の手術と抗が
ん剤の治療をしています。抗がん剤治療を受ける
前に精子の凍結保存をしました。その精子を使い
今年 5 月に第 2 子が生まれる予定です。一連の
抗がん剤治療や精子の凍結保存をするかどうかと
いう判断の過程で、先ほどは女性のがん患者の
方々の妊娠・出産のお話がされたと思いますが、
子どもを持ちたいという時の男性サイドの情報が
なかなかないので困った経験があります。
　そこでおうかがいしたいのは男性の AYA 世代
のがん患者の生殖に関する情報提供は、どこで十
分に得られるのか、どういう場があるのかです。
よろしくお願いします。

■ 清水　熱心に取組まれている先生はおられて、
日本がん生殖医療研究会などのホームページなど
がリンクを張っていると思いますが、男性がん患者
さんに向けたホームページなどもあります。ただ医
療機関の中で聞くお話しですが、看護師は女子が多

質疑応答
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いものですから、男性
患者さんにはそういう
話をなかなか持ってい
きづらいという意見も
聞いたことがありま
す。そこでひとまず、パ
ンフレットを用意しま
した。さりげなく置いて
おき、それを取ってもらえれば相談にも来てくれる
のではないかと期待しているところです。ジェン
ダーのこともあり医療関係者がアプローチしづら
いというところもあるのかと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。治療前の精子
保存は、治療前の卵子保存よりもずっとやりやす
いですし、以前から始まっています。取組む医療
者や施設が、精子保存ができますという旗をもっ
と揚げて、そこにアクセスしやすくするような工
夫はもっと必要だと思います。精子バンキングに
ついても、情報を欲している方がいるということ
をぜひ伝えていきたいと思います。

■ 参加者A　ありがとうございます。

■ 高橋　他にはいかがでしょうか。妊孕性以外
のものでも、なんでもけっこうです。

ネガティブなブログとの付き合い方

■ 参加者 B　おもしろい話をありがとうござい
ました。がん患者の家族の立場で参加しています。
ネット情報の付き合い方ということで質問いたし
ます。商売のためのネット情報ではなく、患者さ
んの書いたブログ日記、闘病記とどう付き合うか
ということです。家族ががんになってから、それ
までもそうだったのですがパソコンにかじりつい
ていましてブログ日記を熟読しているのです。

　お医者さんの治療では副作用はあまり恐くはな
いとか、髪の毛もまた生えてきますと言われるの
ですが、ブログ日記の人はだいたい副作用が非常
に辛い、髪の毛は生えてこないと書かれていて、
そのうちに進行して日々苦しい状況がずっと書か
れていきます。ある時に本人ではなくその家族の
方が、「ブログを書いていた本人は旅立ちました」
というものを見ると、治療を受けてもむだなので
はないか、苦しいだけだとか、あるいはどうせ最
後は死ぬのだから生きていてもしようがないと
いったマイナス感情が増強されてしまう状況があ
ります。そこでアドバイスをいただきたいのです
が、頭ではそれを読まずにいれば良いと分かって
いるのですが、不安になるのは分かっていてもつ
い見てしまう患者さんがいた時に、それを食い止
めると言いますか、引き戻すと言いますか、そう
いう時の助言の仕方として、理屈ではなくうまく
説得するのはどうしたら良いかアドバイスをいた
だけたらと思います。

■ 清水　ブログにはまってしまうというのは日
本人特有なのでしょうか。私の個人的な診療の中
では、ネガティブな体験を持っている方が吐き出
すところがなくて書いているだけで、そういうこ
とをしなくても元気な人はいっぱいいることを強
調して、それほど心配ならブログなど読まずに私
に相談してくださいというスタイルでやっていま
す。すべての医者がそういうスタイルでやってい
るかどうかは知りません。ただアメリカや欧米の
医療情報サイトに較べると、どういうものが質の
高いものかが、情報を探す側から非常に分かりに
くい構造になっていると思います。

■ 高橋　清水先生の外来に行っている患者さん
たちは「私に相談してよ」と言われたら「はい、
はい」と喜んで相談すると思いますが、なかなか
そうもいかない外来もあるかもしれません。国別
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にブログの質がどうかはあまり私も知りません
が、おそらくブログを読んでいると目の前のモニ
ターが全てになってしまうのでしょうね。そうで
はない例もあるというところになかなか頭が向か
ないと思います。

■ 清水　同じ病気で同じステージでもまったく違
うし、治療を受けている人たちの生活もまったく違
うわけですから、「ひとりひとり違う」ということを
伝えてあげることが非常に大事だと思います。

■ 高橋　「違うんじゃない」ということをイン
プットできるような方法は何かないでしょうか。
何かアドバイスはありますか。リアルに誰かに会
うこともひとつかもしれませんし、「私はこうし
てブログにはまることはなかった」ということが
ありましたらみなさんご紹介ください。

■ 清水　どなたかがそういうブログを書いてく
れればいいですね。「がんのブログにはまらない
ように」という。

■ 高橋　はまらないためのブログですね。何かこ
ういうように言ってあげたらどうかとか、自分の場
合はこうしましたというご意見はいかがですか。

■ 参加者C　私も最初はがんになりたての時に
ブログに行き、内容を見て絶句したことがありま
す。これを見ていたらどんどん気持ちが落ちてし
まうなと思ったのでもう二度と近づかないと決
め、患者会の元気なサバイバーの人たちに会いに
行きました。それでブログとはさよならしました。

■ 高橋　励みになる良いブログも中にはあるの
ですが。

■ 清水　恐い思いをすると意外にみなさんは見

なくなる傾向はたしかにあります。

ブログが有用だった事例も

■ 参加者D　治療中の方もいらっしゃるのに暗
い話で申しわけがないのですが、私は約 2 ヵ月
前に母をがんで亡くしました。私がネガティブな
ブログを読んだのですが、それでも良かったと
思ったことがあります。がん患者は、最後はどう
死ぬのだろうということが分からず医師にも誰に
も聞けませんでした。そこでひたすらそういうブ
ログを読み、患者家族のブログも読み、ああこう
いうように死ぬのだということが分かり心の準備
ができて良かったと思っています。ネガティブな
ブログでもそれほど否定的になることはないかな
と私は思っています。

■ 高橋　ありがとうございます。そうですね、
分かったと思えると、「良かった」という気持ち
をお持ちになれたのかもしれないですね。

■ 清水　質問しづらかったというのはどういう
ことだったのでしょうか、医者に聞けばたぶん答
えてくれるのだろうと思いますが。

■ 参加者D　母と 2 人で通院していました。個
別に私だけ医師と相談することもできたのです
が、母の前で最期はどうなるのですかとは聞けま
せんでした。もちろんみんなが同じように死ぬわ
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けではないですが、ブログは参考にはなりました。

■ 高橋　これは本当に大事なことだと思います。
私はこうだったという方はもうお 1 人ぐらいい
らっしゃいませんか。こんなふうにネット情報と
付き合った、あるいは家族がはまってしまった時
に私はこうしたということで。

■ 参加者 E　乳がん患者です。病気が見つかっ
てからブログを見ていたのですが、私は逆にブロ
グが良かったと思っています。自分と違うところ、
自分はこうではない、その人とまったく違うとい
うところが読み取ることができたので、その人と
同じようにはならないと感じたのです。それが
あって、見ていてもああどうしようとはならな
かったのかなと思いました。

■ 高橋　ありがとうございます。若い世代、デ
ジタルネイティブと呼ばれる世代があります。私
は超アナログですが、生まれた時からネットが
あって、40 代、50 代、60 代の人がネットを見
るのとはまったく違う付き合いができる世代で
す。だからこその苦労もあるとは思うのですが、
ネットの世界との距離感というのがキーワードで
はないでしょうか。次のネタができました（笑）。

「ネットとのつきあいかたや距離感」これだけで
1 回オープンセミナーができるかもしれません。
非常に大事ですね。
　それではまたネットとは違う視点でどのような
切り口でも良いですからご意見はいかがですか。

AYA世代のキーワードは？
―突き詰めれば個人

■ 参加者 F　貴重なお話をありがとうございま
した。私は今、千葉大学で今後、がんの専門看護
師になろうと思って大学院にいます。私自身 AYA

で、10 歳と 24 歳の時に白血病に罹り、今は元気
になり看護師をめざす立場です。そちらの面から
少しお話をお聞きしたいのですが、今、自身で
AYA 世代の研究を考えていますが、AYA 世代は、
あまりにも個別性に富んでいることが特徴になっ
ています。すべての世代に特徴がありますが、そ
れを集約したものがまた AYA 世代の特徴になる
のかなと考えています。研究や臨床の段階で彼ら、
彼女らに向き合う時に、そういう個別性が非常に
富んでいる方々に対し、AYA 世代というのはこ
ういうものだという、どういうバックボーンを提
示すれば良いのかお教えいただけますか。

■ 高橋　ご質問をもう少し明確にしていただけ
ますか。

■ 参加者 F　私は看護師ですから心理や社会的
なものを含めて、また医学的なものを含めて
AYA 世代の方を診ていくことになるのですが、
それぞれに色々な対応になると思いますが、それ
でもその中で何か「これは AYA 世代」というも
のは、何かありますかということです。

■ 高橋　たとえば中年の特徴はこれ、というよ
うに、AYA 世代にはどんな特徴があるか、とい
うことですね？
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■ 参加者 F　初めての方には、まず最初は特徴
を少し出して、それから色を示していかなければ
ならないと思うのですが、どうやったらその色を
示せるかです。

■ 高橋　なるほど、個別性が高いのは分かりつ
つ、AYA というのはこういう世代ですとどうま
とめたら良いかということでしょうか。

■ 清水　変化する、多様な世代としか言えない。
高齢者と較べると変化の大きい部分があります。

■ 高橋　AYA のキーワードと考えると良いので
しょうか。AYA とは何かという時のキーワード。

■ 清水　いや、突き詰めて考えていくと AYA
でもなくなり本当は個人で、すべての人はみな違
うということになり、私はそこで思考停止しまし
た。なかなかひとくくりにするのは難しく、どの
ような世代の人とも個人として向き合う。個人が
関わっている問題に対してどう対応するかという
ような視点でいます。ただ就労であるとか妊孕性
というようにテーマを絞れば、ある程度ひとつの
特徴がある集団になると思います。たとえば妊娠・
出産というのはその時しかできないもので、そう
いうことはあると思います。

■ 高橋　時々、サバイバーシップというのはケー
スバイケースですねと話すと、「そう言わずに、
まとめろ！」と言われることがあります（笑）。
気持ちは分かります。清水先生の今日のスライド
13（104 ページ参照）に「ライフステージによ
る分類」というものがありますが、ここで思春期
と若年成人の特徴が出されて、教科書的にはこう
いう特徴があると言えるのかもしれません。今日
は AYA というキーワードでみなさん集まってき
ていただいたのですが、AYA と言うのならキー

ワードはこれというようないくつかキーワードを
出すと分かりやすいかもしれません。AYA とは
これだというものは何かありませんか。

■ 清水　いちばん一緒くたにされたくない人た
ちですね。

■ 高橋　そうですね。個別性とか…受験とか…。

■ 参加者G　私は 3 年前に口腔がんをやりまし
た。34 歳の時でしたが、それ以降、若年の AYA
世代のがん経験者が集まる会に入りました。とく
に今の世代だから当てはまるのかもしれません
が、SNS をやられている方がたくさんいらっしゃ
るので、同じような悩みを持っている人同士でそ
れを共有することができています。キーワードで
言うと「共有」であると僕は思います。

■ 高橋　ありがとうございます。「共有」あるい
は「SNS」ですね。フェイスブックやツィッター
を普通にやっているわけですね。

■ 清水　そこがわれわれと違うところですね。

■ 高橋　日常のコミュニケーションでずいぶん
違ってきていますね。はい、ありがとうございま
す。どうぞ次の方。

ネット世代の AYA 患者には、直接人と
の触れ合いの場を

■ 参加者 H　私はがん患者の家族でした。それ
で患者会などに出ていました。私は別のところで
カウンセラーなどをしていることもあり、母をが
んで亡くしてからもそういうがん患者さんとの関
わりをずっと持っています。そこには若いがんの
方が非常に多くて、乳がんでネットをやられてい
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る方も非常に多く、みなさん生まれた時からネッ
ト社会に生きている人たちなのです。AYA 世代
の方は生まれた時からネットがあるので必ずネッ
トを見ます。乳がんの患者さんの場合は、AYA
世代の方がまた圧倒的に多いのですが、しかし患
者会などできちんと人と人との話を聞くと、ネッ
トとは違って、そこで色々な話を聞くと同じ病名
でも一人ひとり違うということが分かり、ネット
ではない核心が自分の中にできていくと非常に感
じています。ですからネットにはまっていってし
まうのも気持ちは分かるのですが、私は外に出て
色々な同じような人たちと接してほしい、そうい
う場に行ってほしいと非常に感じます。

■ 清水　親が言ってもなかなか言うことを聞か
ない世代でもありますが、先ほどの最初の問題の
ご家族のブログにはまるということへのひとつの
サジェスチョンかもしれないですね。

■ 高橋　ネットにはまり過ぎないために実際に
顔をあわせて人と会うのは非常に大事ですね。そ
の一方で小児や AYA のがん経験者の絶対数が少
ないので、リアルで会いたいと思っても、その場
所が地方に行けば行くほど少ないという現実があ
ります。ネットは距離も飛び越えるのですが、こ
のあたりも課題だなと思っています。
　ありがとうございます。あっと言う間に予定時
間をオーバーしてしまいましたが、今日もまた、
たくさんのご意見をいただきました。
　清水先生から最後に一言、サバイバーシップ
オープンセミナーに参加したご感想他いかがで
しょうか。

患者さんの側からの声をあげていただき
たい

■ 清水　今日はありがとうございました。私は

医者としては外れている方だといつも思っている
のですが、ぜひ皆さんにお願いしたいこととして
は、患者さんの側から、こうあってほしい、こう
してほしいと言っていただきたいということで
す。これは診療のレベルでもそうですし、環境と
してこうしてほしいというようなことでもぜひ声
をあげていただきたいと思っています。そうしな
いと医療者の社会の中で医療従事者だけが叫んで
も変わってこない部分がけっこう多くあります。
その声をあげた方と一緒にやりたい医療者も多く
いて、そういう患者と医療者が一緒に行う取組み
を続けていくことで少しずつ変わっていくのでは
ないかと思っています。ぜひみなさまにはそうい
うことをお願いしたいと思っています。今日はど
うもありがとうございました。

■ 高橋　清水先生ありがとうございました。こ
んなふうに向き合いたい、こういう情報がほしい
ということを、ぜひ外来で、あるいは地域で、ひ
とことでもいいから、声をあげていただきたい。
たとえば精子保存はいつどういうタイミングで、
どこでそれができるのかということもひとつかも
しれません。もちろん、聞きたい人に聞かれる前
に医療現場でお伝えしなければいけないことだと
思うのですが、医療現場の変革を待たずに、ぜひ
声をあげていただきたいというのが清水先生のお
話でした。
　今日はここで閉会しますが、平成 29 年度もこ
のオープンセミナーは 4 回予定しています。ま
たお知らせいたします。それから、2 月 26 日に
岐阜市でご当地カフェが（218 ページ参照）ご
ざいます。次年度のテーマなど希望があればアン
ケートにお書きください。
　今日もご参加いただきありがとうございまし
た。清水先生にももう一度拍手をお願いします。
＜拍手＞

「第８回 がんサバイバーシップ オープンセミナー」アンケート集計 参加者　116名
平成29年2月2日（木）実施 回答者82名（回答率　71％）

アンケート集計
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原文ママ
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SNSで知り合った同病の方は30代前半の方が多く、いつも「今後どうして生きようか」とつぶやいているため、私自身はAYA世代で
はありませんが、参加させていただきました。会社も女性の多い職場なので、今後、今回聞いたAYA世代を支援するしくみ等をアド
バイスしていけたらと思いました。

AYA世代のがんの取り組み、患者目線、患者がやらなければいけないことを…。箇条書きに関して…。目に焼き付けておこうと思
いました。時々資料見直します。

参加者の感想（自由記述）

講演はもちろんですが、質疑の時間が印象に残りました。ありがとうございました。
私の妻ががんセンターで乳ガン治療を受けていた2001年～2004年当時とは、治療法、サポート体制の違いに驚きます。

メディア関係で、今後AYA世代について取り上げたいと思っており、勉強させて頂きました。あまりにも多様なので、どこに焦点をあ
てればよいか、日々思い悩んでいますが、多様であること自体を伝えるべきではないかと思い始めています。今後ともいろいろ教
えて下さい。

本日はありがとうございました。質疑応答の時間を長くした方が良いのでは？医療の総論はもっと簡潔に短くまとめてほしかった。
サポートが難しいAYA世代について、勉強できて有意義でした。ありがとうございます。Q&Aの内容も改めて学ぶ視点をえられてよ

社会の問題意識がまだまだ低いのでメディアでも取り上げ問題提起をしてまいります。
企業として就労支援の在り方を考えさせられました。

妊孕性など考えることができました。治療の選択肢がふえた分、迷うことも…

当院にはAYA世代の患者さんはほとんどいないのですが、AYAだけじゃなくて、サポートするための様々な手立てが必要だと思い

質問コーナーがとても具体的で勉強になったので、長めに尺を取って頂けると良いと思いました。

がん患者さんの就労支援をしております。まだまだAYA世代の方の対応数が多くなく、情報も少ない状況でした。このような機会を
提供してくださった事に対し、感謝いたします。ありがとうございました。

お金がなくても安心して治療が受けられればいいのだけど、と思います。いつもありがとうございます。

仙台から来ました。若年性のがんや、就労について、最新の情報が知りたくて、都合が合えば参加しています。ご当地カフェを仙
台でもお願いしたいです。地方の患者会はいつも同じ人で高齢の方が多く、なかなかぶっちゃけた話が出来ない状況です。

毎回、とても興味のある切り口で開催して下さり、とても有意義です。今後も、内容、楽しみにしています。よろしくお願い致します。

聴講者の方々から出る具体的な意見や感想が興味深かったです。
AYA世代のアカデミックな内容から、生殖に関すること、情報や医療者患者の役割についてまで考えさせられる内容で勉強になり

ブログやネットとのつき合い方、ぜひテーマにして下さい。

AYA世代のガンについて初めて知りました。治療外に学業・経済・将来のことなど多くの悩みを抱えていらっしゃると思いました。

AYA世代は小児と成人の治療プロトコールがうまく合わず、治療率が低いといったイメージが強かったのですが、AYA世代のもつ
特徴と問題が分かってきました。就労・妊孕性・ネットとのつながりなど、希少疾患だからこそ、つながりにくいこと、そして何といっ
ても治療率を上げること（検診率向上と治療方法、がん登録など）様々な解決すべき問題があると思いました。

希少がんについての取り組み。免疫療法、緩和医療、患者会etc。
先進医療について

開催に関する希望（自由記述）

サバイバーの方への運動・健康へのアプローチを知りたいです。

38.2% 37.4% 7.6% 18.3% 26.0%

受付登録者（131名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

30.0% 69.0% 1.0%
性別 男性 女性 未回答

5.0% 13.0% 25.0% 31.0% 17.0%

7.0% 2.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

59.8% 25.6% 14.6%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった 無回答

42.7%
25.6%

2.4%
4.9%

17.1%
15.9%
15.9%

患者・家族

行政関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

61.0%
9.8%

4.9%
30.5%

0%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter
その他

無回答

カフェを知った経由（複数回答）
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