
　みなさま今晩は。第 13 回がんサバイバーシッ
プオープンセミナーを始めさせていただきます。
私は今日、総合司会を担当させていただきます、
がん対策情報センターがんサバイバーシップ支援
部長の高橋都と申します。どうぞよろしくお願い
します。
　がんサバイバーシップオープンセミナーは、が
ん診断後の療養や暮らしを学ぶセミナーで、どな
たでもご参加できます。年に４回開いていまして、
今回は 13 回目です。今回は北里大学「がん専門
医療人材（がんプロフェッショナル）養成プラン」
と共催させていただきました。
　 本 日 は『Journal of Cancer Survivorship』
という学術誌のチーフエディターを務めておられ
るマイケル・ファイアーステイン（Michael 
Feuerstein）先生をお招きしました。先週（2018

年 7 月 19 日～ 21 日）、神戸で日本臨床腫瘍学
会があったのですが、そこにアメリカから招請さ
れたファイアーステイン先生に、ぜひ東京でもご
講演いただけませんかとお願いしたところ、ご快
諾いただきました。
　本日の進行ですが、まず 1 時間、マイケル先
生からご講演いただきます。それから 30 分、質
問、コメントの時間を確保いたします。みなさま
にはどうぞ活発な質疑をお願いいたします。また
本日は逐次通訳が付きます。逐次通訳は静岡がん
センター、ならびに都立駒込病院で心理士として
ご活躍の栗原幸江先生にご担当いただきます。
　先生のご略歴を簡単に紹介いたします。マイケ
ル・ファイアーステイン先生のご専門は臨床心理
学、公衆衛生学、バイオメトリックスで、カナダ
のマギル大学やアメリカのフロリダ大学、ロチェ

Cancer survivorship: Optimizing health 
care,health,function,and well-being
がんサバイバーシップに関する世界の趨勢
～最善のケアと健康を実現するために

メインテーマ

2018 年 7 月 23 日
18 時～ 19 時 30 分

国立がん研究センター　新研究棟大会議室　　開催
共催：がんサバイバーシップ支援部

北里大学医療系研究科 文部科学省 多様な新ニーズに対応する「がん専門」医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン

高橋　　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

開会挨拶ならびに進行にあたって

第 13 回　がんサバイバーシップオープンセミナー

2 Ⅰ　オープンセミナー・第 13 回

第13回OS.indd   2 2019/03/28   17:22



スター大学、アメリカ軍の大学であるユニフォー
ムドサービス大学で研究、教育、臨床に従事され
ました。マイケル先生は 2002 年、52 歳の時に
脳腫瘍の診断を受けられ、それをきっかけにご自
身の研究の中心をがんサバイバーシップ領域に
移されました。がんサバイバーシップ研究の黎
明期から牽引してこられた先生で、『Handbook 
of Cancer Survivorship』『Work and Cancer 
Survivors』など、この領域で広く読まれている
教科書を出版されるとともに、2007 年にはこ
の領域の唯一のピアレビュージャーナルである

『Journal of Cancer Survivorship』を立ち上げ
られました。先生は 2017 年に、大学を退官さ
れましたが、その後もこのジャーナルのチーフ

エディターとしてアクティブに活動されていま
す。先週の日本臨床腫瘍学会のシンポジウムでは
500 名以上の聴衆が集まり、日本でもサバイバー
シップの領域に対する関心の高まりを実感いたし
ました。本日はサバイバー、あるいはサバイバー
シップという言葉が意味するもの、あるいはサバ
イバーシップケアとして必要とされる内容、そし
て将来の研究の方向性などについて、現状と課題
をお話くださいます。
　それではまずはじめに国立がん研究センターの
中釜斉理事長、ついで共催の北里大学新世紀医療
開発センター教授ならびに集学的がん診療セン
ター長の佐々木治一郎先生からご挨拶いただきま
す。
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　本日は大変暑い中、第 13 回がんサバイバー
シップオープンセミナーにご参加いただき誠にあ
りがとうございます。がんサバイバーシップの問
題、がんとの共生の問題は、日本の対がん政策の
中でも第 2 期のがん対策推進基本計画から「が
んとの共生」という言葉で書き込まれています。
さらにそれが明確な形でサバイバーシップの就労
支援等も含めて充実させなければいけないという
ことが、第 3 期のがん対策推進基本計画にも書
き込まれるようになっているわけです。
　われわれ国立がん研究センターとしてもこれま
での従来型のがんを治す・治療をするというとこ
ろから、たとえば診断初期からの緩和ケアのよう
に、さらに広げてきました。サバイバーシップ支
援を活用しながら、患者さんががんの治療後、あ
るいはがんを抱えながら長くがんと付き合う時代

に入ってきており、われわれがん医療者、がん研
究者ががん患者に対する時に考えなければいけな
いフィールドが広がっています。
　私自身まだまだ学ぶべき点が多く、今日のよう
なサバイバーシップのセミナーを介して色々なこ
とを学んでいけると思っています。本日はマイケ
ル・ファイアーステイン先生をお招きして世界の
サバイバーシップの趨勢ということでお話いただ
きます。おそらくまだまだこれから日本はキャッ
チアップしなければならない領域が多いと思いま
すが、今日のお話をお聞きして、われわれがさら
にめざす方向を明確にしていき、また同時に日本
固有の社会の中で、どのようなサバイバーシップ
の提供体制が可能なのかということを、われわれ
の問題としてお互いに考えていければと思いま
す。本日はよろしくお願いいたします。

中釜　　斉
国立がん研究センター理事長

ご　　　挨　　　拶
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　みなさまこんばんは。北里大学の佐々木と申し
ます。今日は、国立がん研究センターと北里大学
病院の医療系研究科というところが主宰している

「がんプロフェッショナル養成プラン」の共同シ
ンポジウムをここに開催できることを本当にうれ
しく思います。
　ファイアーステイン教授には、先週の日本臨床
腫瘍学会でお話をうかがったのですが、サバイ

バーシップについての造詣の深い、本当にすばら
しいご講演でした。それをまた聴けるということ
で、今日は一聴講者としても楽しみにしておりま
す。みなさまもぜひ学んでいただいて、日本のサ
バイバーシップに還元していただければと思いま
す。また質疑もございますので、質疑の時にはみ
なさまの活発なご質疑をよろしくお願いいたしま
す。以上です。ありがとうございました。

佐々木　治一郎
北里大学新世紀医療開発センター教授／集学的がん診療センター長

ご　　　挨　　　拶
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スライド 1　Areas to Cover

　本日の講演でカバーする領域は、スライド１に
あるトピックです。まずは私の個人的ながん体験
の概要をお伝えします。このがん体験は、単に科
学者としてではなく個人的に体験しているという

ことをみなさんにお伝えしたいと思います。
　それからがんサバイバーシップについては様々
な定義があるのですが、その中から私が考えてい
る定義をお話したいと思います。
　また様々なサバイバーシップのための臨床的ア
プローチがありますが、それは必ずエビデンス
ベースドなものが必要だということに触れます。
　そして、このサバイバーシップの問題は文化の
違いはあっても、つまるところ世界中でとても大
切な問題であるということを、たとえば保険診療
のシステムなどを踏まえて、それが世界的な問題
であるということをお話したいと思います。
　また、サバイバーの長期的な生存をサポートす
るためのアプローチを研究してきましたが、その

マイケル・ファイアーステイン
（Michael Feuerstein）

Journal of Cancer Survivorship,Chief Editor
Journal of Occupational Rehabilitation,Chief Editor

通訳：栗原　幸江
静岡がんセンター緩和医療課 心理療法士

がん・感染症センター都立駒込病院緩和ケア科 心理士
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研究の成果についても触れたいと思います。そし
てこの領域の研究の必要性についてはとくにお伝
えしたいと思っています。
　最後に、日本でも採り入れることができるサバ
イバーシップ研究や臨床の実践に対する私の考え
にも触れたいと思っています。

失われた機能に慣れるのではなく
向上させる

　スライド 2 の画像は私の脳の写真です。治療
前の診断時の写真が左です。色が薄くなっている
ところが脳腫瘍の場所です。右側の写真が治療後
ですが、ここではがんが消えているのが分かると
思います。まあ穴はあいていますが。
　そしてこの 15 年間、この空いた穴が時々影響
を及ぼしましたが、その 15 年間で私が経験した
ことも含めてお話いたします。
　まずがんサバイバーシップの定義のひとつにつ
いて触れます。
　スライド 3 の緑の線ⓐは実際のサバイバーた
ちが経験することです。赤の線ⓑは医療者である
私たちががんの患者さんはこういう経験をしてい
るだろうという予測です。
　この図から最初に分かることは、徐々に問題が
起きてきて、それが生活にゆっくりと影響を及ぼ
していくということです。赤の方は医療者が考え

る、がんというのはこういうようにがん患者が経
験するだろうということです。実際には緑のとこ
ろでお分かりのように徐々に変化しているのです
が、赤のところで見られるように医療者はもっと
急激に機能が低下すると考えているということが
分かると思います。
　治療中も、治療をしたらすぐにリカバーすると
期待しがちです。たとえば手を折ったり、足を折っ
たりという時には、治療をするとすぐに戻れると
思いがちです。私たち医療者、あるいは当事者以
外の人たちは、そのように考えがちです。しかし
よくあるのはこの緑の線が示すように機能は徐々
に落ちていき、そしてまた徐々にリカバーしてい
くものです。徐々に落ちていくのが先で、それが
継続する期間は何ヵ月ということもあるし、何年
ということもあります。そしてがんサバイバーは
この程度リカバーする、回復するだろうという予
測を立てます。もちろんその回復のスピードは
ゆっくりなのですが、最終的にはこの図の右端が
示すようにわれわれの予測を超えてがんサバイ
バーの機能は回復するものだということが分かり
ます。これがサバイバーシップの軌跡です。
　その昔がん患者が診断を受けて治療をし、死に
到るまでは、こうなるだろうと考えられた軌跡と
は、また異なる軌跡がみなさんにお示しできてい
ることと思います。その昔はそのがん患者の「新

スライド 2　Anaplastic Astrocytoma: Grade ㈽
スライド 3　Cancer Survivorship

ⓑ

ⓐ
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しい普通」に慣れて行きましょうと言われていた
のですが、そこに慣れると言うよりも、その機能
をもっと高めることができると考えるのが、現在
のサバイバーシップの考え方です。
　
日本のがんサバイバーの課題

　まず日本のがんサバイバーシップについて見て
いこうと思います。スライド 4 は、日本のナー
スがもっと学ばなければと考えている、がん患者
さんの満たされていない問題のリストです。
　日本のがんサバイバーが抱えている問題だから
こそ、ナースはもっと学びたいと思っています。
たとえば多くのがん患者は意思決定の支援を求め
ています。自分たちがより気持ちよく生活してい
くにはどうしたらいいのか、生活習慣はどのよう
にしたらいいのか、その意思決定はどうすればい
いのかということです。がんサバイバーたちはそ
うした細々とした日々の意思決定を常に経験して
います。
　スライド 5 は私がチーフエディターをしてい
る『Journal of Cancer Survivorship』 と い う
雑誌で、この 10 年間にどのような領域のトピッ
クがより多く採りあげられているかを示した表で
す。サバイバーたちに対してどのような医療サー

ビスを提供できるかというトピックがもっとも頻
回に、多く採りあげられています。2 つめは、健
康的な行動です。たとえば体重コントロールや喫
煙やあるいは日々の活動に対して、少なくともサ
バイバーの 30 ～ 60％がこのテーマに関しての
問題を抱えていることが、このジャーナルに高率
で採りあげられているということからも分かりま
す。
　これらの論文が多いのは、実はライフスタイル
や健康行動が再発のリスクや 2 次がんの発症に
影響を及ぼしているからです。したがって、その
エリアに関してどのようにサービスを提供したら
いいのかについて関心が高いのです。
　スライド 4 で、日本のナースがサバイバーの
ニーズとして考えているのは、意思決定のところ
だと言ったことを覚えておられるでしょうか。先
ほどは、日本のナースが意思決定のツールがほし
いと言ったとお伝えしました。これについては、
私が開発したツールがあり、まだ完成版ではなく、
まだまだ研究が必要ですが、その細かいところを
含めてそれはすでに中国語に訳されていてます。
それをご紹介しようと思います。今、中国で開発
されているものは、私たちが英語で開発している
ものとほとんど同じものです。
　これは乳がん患者さんの意思決定のためのツー
ルで、とくにがんサバイバーの長期的サバイバー

スライド 4　 Cancer survivor needs = learning needs 
of nurses in Japan? スライド 5　 JCSU Topic Areas：General topic areas 

published in JCSU
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シップを支援するためのものです（スライド 6）。

サバイバーシップケアプラン
―誰が何をするのか

　サバイバーシップケアプランというものが広く
使われているのですが、世界各国で現在使われて
いるサバイバーシップケアプランをスライド 7
にあげます。そこにはその方が受けてきた手術、
放射線療法、化学療法などの治療のサマリーが
入っていて、受けた治療に応じた晩期障害や後遺
症の情報も入っています。たとえば治療後に多く
の患者さんがよく経験する記憶障害とか、あるい

たちはカバーする必要があります。たとえば疲労
や倦怠感、記憶障害などです。また、しっかり生
き残るために適切なタイミングで適切な医療機関
にちゃんと受診をするということもです。がんを
抱えて、あるいはがん治療後であるがための職場
での課題や、困難なことも大事なテーマになりま
す。
　この領域の疫学的な調査は行なわれています。
また実際にサバイバーたちがどのように状況をと
らえているかという質的な研究もなされていて、
そうした研究を紐解いていき、先ほどの様々な疫
学的な研究と質的な研究と合わせたところでサバ
イバーたちが 15 分間ぐらいで答えが出せる 18
項目の質問事項のプロファイルを作りました（ス
ライド 8）。この図のそれぞれのスケールは、そ
の項目ごとに統計学的には別々です。症状の負荷
というひとつの領域であり、全部をカバーするわ
けではありません。いくつか例をあげると、症状
の負荷としては、たとえば不安や抑うつ症状があ
ります。そしてがん患者の中にはとくに再発不安
がとても強い方がいらして、問題として非常に大

スライド 6　

スライド 7　Survivor Care Plan : Gap

は持続する痛みなどです。
　この図に×印が見えると
思いますが、これはサバイ
バーシップケアプランがカ
バーしていない部分を示し
ています。サバイバーシッ
プケアプランの中には治療
や後遺症に関する医学的な
部分は入っていますが、そ
れ以外の部分はカバーされ
ていません。しかしそこは
私たちが知っておくべきこ
となのです。治療や後遺症
も、もちろん知っておくべ
き情報ではありますが、そ
れ以外にも多くの領域を私
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きいことが分かります。
　それから問題となる分野に機能面があります。
たとえば睡眠や労働、記憶も含めての認知機能で
す。それから食事・ダイエットという健康行動の
領域であるとか、適切な医療を求めるスキルとい
う意味合いのヘルスサービスという領域がありま
す。この一つひとつの計測の対象となっているの
は、治療が終わって 2、3 年たっている乳がん患

ます（スライド 9）。
　とくに問題となっている領域に対して助けとな
る資源がその下にバーとして出ています。ビデオ
やポッドキャスト、テキスト、レポートブックレッ
トや SNS などの様々な媒体で、こういう資源が
あるということが書かれています。情報提供の
ツールではありますが、サバイバー本人はもちろ
んのこと、その担当看護師や腫瘍内科医、あるい

スライド 9　Survivor Take Away: Complex

スライド 8　My Cancer Survivor Profile 者さんです。したがって自
分が何らかのがんの治療を
受けたばかりの時に、治療
が終わって 2、3 年たって
いる乳がん患者さんの症状
の出具合と自分のその時の
状態をこの様々な 18 領域
の中で較べることができま
す。
　黒い棒グラフのところと
斜線のところ、白のところ
がありますが、みなさんが
想像するように黒いところ
は問題領域で、何か介入し
なければならない、動き出
さなければならないという
領域です。斜線のところは
要注意です。白色のところ
は今のところそれに対して
何かする必要はないという
領域です。これを見ること
によって、この患者さんに
とって、今介入する必要が
あるのはどの領域かという
ことが分かります。これは
サバイバー本人にとって
も、あるいはその担当に
なっている看護師さんに
とっても有用な情報になり
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は一般内科医が共有することによって、長期的に
見て、このサバイバーの方にどのようなニーズが
あるのかが一目瞭然になります。
　スライド 10 は、この CSPro というツールの
概念図です。このアプリケーションは慢性疾患の
モデルを使っています。がんも慢性疾患の仲間入
りをしているということはとてもありがたいこと
です。これは慢性疾患の方のセルフマネジメント
のツールとして考え出されていて、だからこそコ
ミュニティと医療システムがあります。医療シス
テムの中にはセルフマネジメントのサポート、日

常生活のデザイン、意思決定サポート、医療情報
システムというものがあります。
　では誰がこのサポートをするのか、長期にわた
るフォローアップを誰がするのかということにな
ると、たとえば一般内科の、いわゆるかかりつけ
医が挙げられます。ただ、一般内科医の場合、先
ほどみなさんにお示ししたサバイバーたちの抱え
ている課題や問題、不便さにあまり明るくない人
たちもいて、そういう人がサポートするのかとい
う問題もあります。スライド 11 に国の名前がリ
ストアップされていますが、日本がない、そうい
えばアジアの国もないということにみなさんお気
づきだと思います。これはおそらく EU のどこか
の研究者が作ったものだと思います。
　ここにはとても重要なメッセージがあります。
医師がかなり忙しい中で、これまで医師がやって
きたことが看護師にも移譲されていく。国によっ
てはけっこうな裁量権を持つような看護師がいる
ところもあります。そこには、シェアードケアと
いう考え方があります。もともとシェアードケア
という考え方は、腫瘍内科医とプライマリケア医
との間でケアを共有するというところから出たも

スライド 10　 CSPro: Decision and Self Management 
Support Tool

スライド 11　 Task Shifting from Physician to Nurse in Primary Care: Select 
Countries

のです。そこにプラスして
看護師の役割が入ってき
て、看護師だからこそ長期
的に患者をフォローするこ
とが可能になってきていま
す。長期的にサバイバーを
フォローする中で看護師は
非常に重要な役割を担って
います。

サバイバーシップ研究
の行方
―ジョイントベンチャーと
して
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　類似性だけではなく、それに加えて、まだまだ
サバイバーシップ研究で知らなければならない、
まだ分かっていないことが多くあるということも
示されていると思います。これまでのサバイバー
シップ研究は、まだ充たされていないニーズは何
かということをまず明らかにするところに力が注
がれてきました。これからはそこにどうアプロー
チするかというところに入っていくと思います。
　スライド 13 は最後のスライドです。このスラ
イドでみなさんに投げ掛けたいことは、このサバ
イバーシップが「ジョイントベンチャー」、つま
り協働して何かを起こしていくものだということ
です。このジョイントベンチャーの中には、腫瘍
内科医がいて、内科医がいて、看護師がいて、が
んサバイバーである当事者がいて、さらにその他
の医療職がいます。
　がんのサバイバーたちも他の慢性疾患を抱える
人たちと同様に多くの問題を抱えています。だか
らこそ多くの解決策というものがこの研究には求
められます。たくさんあるがゆえに、絞り込んで
いくためには、だからどうするのかという視点を、
この研究の質問の中に織り込んでいく必要があり
ます。

　がんサバイバーが「こういうケアがあると良い」
と言っているものの中に、統合的アプローチがあ
ります。いわゆる伝統的、西洋的な医療の他にた
とえばフィジカルセラピーであるとか、栄養であ
るとか、そういう領域も含めて統合的にアプロー
チすることが必要で、それらが入るとサバイバー
にとっては、満足のいくケアになってくると思い
ます。
　もちろんこれ以上にプライオリティの高い問題
もあるので、実際にこれを提供するという意味で
は、必ずしもありませんが、こうした統合的なア
プローチに対して、それぞれ腫瘍内科医にせよ、

スライド 13　Cancer Survivorship as “joint venture”

スライド 12　Current Research Priorities　 ス ラ イ ド 12 は、 研 究
テーマのトピックの傾向で
す。右側は高橋都先生が集
めた日本におけるサバイ
バーシップ研究のテーマで
す。左側は、少し前になり
ますが、私がチーフエディ
ターをしているジャーナル
で採りあげてきたサバイ
バーシップ研究のテーマで
す。この 2 つを見較べて
みると、わりに似ているこ
とにみなさんお気づきにな
るかと思います。
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内科医にせよ、ジョイントベンチャーをする人た
ちがしっかりとそこに注意を向けることが大切に
なります。
　したがってそういう統合的なアプローチが成り
立っていくように、それを支援していく、そこを
大事にしていくことが大切だと思います。サバイ
バー自身の体験やものの見方が、この考え方にと
ても寄与しています。
　だからこそ、もっとこういうジョイントベン
チャーにサバイバー自身が入り込んで、自分たち
の声を挙げ、自分たちの経験をそこに活かしてい
くことが大事になってきます。それはすなわち自
分たちも積極的な役割を担うということであり、
自分の主治医や腫瘍内科医が自分にサービスを提
供してくれるのを受け身で待つのではなく、自分
たちから積極的に関わっていくことが、大切に
なってきます。
　それでは、ヘルスサービスを提供するという視
点から、どのようにしていけばいいのでしょうか。
国民皆保険のように、ヘルスケアがみんなに届く
ような国であればいい。そのためにはサバイバー
シップの領域のことに対して、きちんと保険診療
が適用される必要があります。そしてこのスライ
ド 13 にはたくさんの医療従事者の職種が書かれ
ていますが、その人たちがしっかりとした教育を
受けることが大事です。その教育の内容は、サバ
イバーたちがどのような問題を抱えていて、何が
必要であるかで決まってくるので、そういう意味

では、それらをもっと知る必要があると思ってい
ます。
　これらは単に腫瘍内科医や、一般内科医だけの
問題ではないのです。他の国でも、この国でもそ
うですが、サバイバーシップに関連する様々な領
域の課題に対してアプローチできる他の職種は
色々あります。たとえばリンパ浮腫に対応する理
学療法士であるとか、ソーシャルワーカーや心理
士が、サバイバーの心理・社会的問題に対してサー
ビスを提供するということです。また栄養士や、
職業訓練をするリハビリスタッフや、またリハビ
リテーションの全体を統括するリハビリ医の役割
というものもこれからどんどん大切になっていき
ます。
　ここで再度強調したいのは、サバイバーの当事
者たちが、ちゃんと声を出して「こうしてほしい」
と言う、その要求を医療を提供する側の様々な職
種に伝えていくということです。自分たちの力で
自分がサバイバーであることをしっかりと伝える
だけでなく、システムに働きかけることが大切で
す。
　最後にお伝えしたいのは、現代のがんサバイ
バーシップのアプローチはジョイントベンチャー
なのだということです。一人ひとりに考えていた
だきたいテーマとしてそのことをみなさんにお伝
えし、私の話を終えたいと思います。ありがとう
ございました。

13Cancer survivorship: Optimizing healthcare,health,function,and well-being がんサバイバーシップに関する世界の趨勢～最善のケアと健康を実現するために   　

第13回OS.indd   13 2019/03/28   17:22



■ 高橋　どこからで
もけっこうです。ご質
問がある方は、どうぞ
お手をお挙げくださ
い。最後に先生が言っ
てくださったジョイン
トベンチャーに関して
は、先週の日本臨床腫
瘍学会でも、強調されていました。臨床腫瘍学会
は、基本的に化学療法の専門医が薬物療法につい
て学ぶ学会なのですが、とても多職種化が進んで
います。オンコロジストだけではなく、最後のス
ライド 13（12 ページ参照）にあったように、色々
な職種がこの領域に取り組まなければいけないと
いう認識が急速に進んでいることを感じました。
　また登壇者にサバイバーの方々が増えているこ
とも本当に印象的でした。ペイシェント・アドボ
ケート・プログラムというのがあり、それは 3
日間 1000 円で、体験者やご家族の方々が参加
できるものですが、そこに 270 人ぐらい参加さ
れていました。あらゆるセッションにサバイバー
の方が入っておられて、そのあたり、学会の文化
が急速に変わっているのだということを感じまし
た。
　どのようなところからでもけっこうです。ご質
問をどうぞ。

サバイバーの働き掛けは重要だが
やはりスタートは医療側から

■ 参加者 A　質問は 2 つあります。ひとつは最
後のスライド 13 で、サバイバーからもっと働き
掛けるべきだと言われていたと思うのですが、病
気と闘いながら大変な時期に、また日本人の国民
性を考えると日本ではなかなか自分たちから働き
掛けるというのは難しいところがあると思うので
すが、何か良いやり方があれば教えていただきた
いと思います。

■ M Feuerstein　私自身の見解としては、も
ともとのサバイバーシップの考え方、定義づけか
らするとサバイバーシップがスタートするのは、
積極的な治療が一段落したところだと見ていま

質疑応答
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す。もちろん違うとらえ方もあることも認識して
います。それでも実際のところある程度治療が終
わらないと、その先に進むのは難しいと考えてい
ます。
　文化の違いを考えると、もちろんそういうもの
もあるでしょうが、その他に、たとえば文化が違っ
ても年代的にわりに高齢の患者さんたちは、ドク
ターがすべて分かっているので自分たちが口を出
すものではないというように、なかなか自分の思
いを言い出せなかったりします。そこでやはり文
化を変えるという場合は、スタートする時点では、
医療を提供する側から動く必要があると考えま
す。医療者側が、患者さんが言葉を発することが
できるような環境をどれだけ作れるのかがポイン
トではないかと思います。
　このテーマについてもうひとつ伝えたいことが
あります。実際に長期生存者が増えているという
現実があります。こうして増えている長期サバイ
バーに対して、われわれが何ができるかを改めて
考えていくことが大切だということです。

■ 参加者 A　2 つ目の質問です。最後のお答え
に乗っかるような形になりますが、僕たちが長い
間にわたって、サバイバーさんに、良きサバイバー
シップと言いますか、ケアを提供していくために
は、患者さんだけではなく、家族や同僚といった
患者さんの周りの人たちにサポートの目をもっと
向けていくべきではないかと思うのですが、そう
した考えについてご意見をいただければと思いま
す。

■ M Feuerstein　そこもとても大事だと思い
ますが、まずはサバイバー本人、当事者本人に働
きかけるというのが先だと思います。と言います
のは、周囲への働き掛けは難易度が高くなるとい
うことがありますので。

■ 参加者 A　ありがとうございます。

サバイバーシップの始まりの考え方

■ 高橋　他にはいかがでしょうか。

■ 参加者 B　キャンサーサバイバーシップはい
つから始まると考えればいいのですか。

■ M Feuerstein　もともとのサバイバーシッ
プの考え方は、診断時からサバイバーシップは始
まっているのだということでした。ただ、実際に
問題はあるのに医療者の目が届かない問題を、サ
バイバーの問題としてとらえる時には、それが放
射線であろうと、手術であろうと、化学療法であ
ろうと、いわゆる最初の治療がいったん終了した
後と考えます。たとえば倦怠感であるとか、痛み
などの問題があるけれども、いったん治療が終
わっているとそういう問題には光が当てられない
ということになります。そこにサバイバーシップ
研究の重要性が出てきます。そういう意味合いで、
最初の治療が終わった後ということになります。
　その昔、腫瘍内科医、内科医、がんのサバイバー、
その他の医療に関わる職種の方々がインスティ
テュート・オブ・メデシン（Institute of Medicine; 
IOM 米国医学研究所）に集って、アメリカのサ
バイバーシップの問題について話し合いをしまし
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た。その時にサバイバー自身から出てきたことが
あります。がん患者である間は、様々なところか
ら様々な人がちゃんと自分のケアをしてくれる。
たとえば放射線治療中に放射線治療医であると
か、放射線治療に関わる看護師や、また化学療法
であれば化学療法専門看護師などが目を向けてく
れる。そういうように治療中は様々なところから
関心が寄せられているが、しかしいったんがんが
コントロールされて大丈夫だとなった途端に、誰
からも見向きもされなくなってしまうという問題
がある。中には家族だけは心配してくれている、
あるいはわりに意識の高いかかりつけ医である内
科医の場合は、その治療の後遺症であるとか、そ
こに伴う様々な不具合に関心を寄せる人もいるけ
れども、まったくそういうものがないというとこ
ろも多く、そのためにサバイバーシップの必要性
が浮上してきたのです。
　そこでインスティテュート・オブ・メデシンが
本をまとめています。そのタイトルが『がん患者
からがんサバイバーへ―移行の途上で道に迷う』

（『From cancer patient to cancer survi- 
vor: Lost in transition』）というものです。そこ
で「失われるもの」「道に迷うもの」ということ
が副題にになっています。

■ 高橋　サバイバーシップがいつからいつまで
という話は、よく言われます。がんの診断を受け
た時から人生の締めくくりの最後の時までという
定義を、アメリカの初めての医療消費者団体であ
る NCCS （National Coalition for Cancer 
Survivorship：全米総がんサバイバーシップ連合）
が広めたため、最初から最後までという概念も根
強くあります。しかし実際に今、先生が言われた
ように、病院に通わなくても済むようになり、病
院の手を離れた時にもまだまだ続く課題があり、
そういうものがペイシェントからサバイバーにな
る 時 の 移 行 の 道 に 迷 っ て し ま う「Lost in 

transition」という状況を生んでいます。この本
は通販でも買えます。2006 年ですから 10 年以
上前の本ですが、まだまだ途方にくれている、ま
だまだ道に迷っている人はいるという論文がその
後に出ていたりして、これは本当に長く取り組ん
でいかなければいけない課題だと思います。

治療後の関心が薄れていく段階の
サポートは誰が担うのか

■ 佐々木　サバイバ 
ーシップの定義はよく
分かりますが、腫瘍内
科医・治療医としては、
結局サバイバーシップ
で問題になる項目は、
治療中の患者さんでも
まったく同じ問題があ
り、同じようなケアが必要ではないかと思います。
したがってサバイバーシップの時期がいつからで
あれ、がん患者さんと向き合う医療者としては、
こういう問題があるということを認識しておかな
ければいけない。医療者が気づいていないと意味
はないということがあるのではないかと思うので
すが、いかがですか。

■ M Feuerstein　がん患者の問題がいつから
サバイバーの問題になるのかということよりも、
いわゆる医療者の関心が薄れるというそのものが
問題です。実際に治療中であればたくさん寄せら
れている関心が、退院や、だんだんとフォローアッ
プの間隔が空いていくという段階で薄くなってい
く。その中でもちろん医師が、治療中にそういっ
た症状にしろ、がんそのものにしろ、しっかりマ
ネージして抑えていくことそのものがとても大き
な助力にはなるのですが、その後の関心が薄れて
いき、そこから先を誰がフォローをしていくのか
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が問題となります。しかもそういう問題がすべて
の人に現れるわけではないということです。「診
断がついた、治療が終わった、もう OK」という
方ももちろんいます。実際には 3 ～ 5 割の人が
何らかの問題を抱え、それも程度の差はかなりあ
り、軽めの人もいれば、ひどい人もいて、さらに
その中でちょっと良くなったり、やはりあまり良
くならなかったりして、人によっては何年も続く
というところをどのようにフォローしていくかと
いうことが大きな問題です。

■ 佐々木　ありがとうございます。

私のジョイントベンチャー
―私自身のネットワークを作ることから

■ 高橋　最後の質問をお受けしたいと思います。
たくさん手が挙がりましたね。はいどうぞ。

■ 参加者 C　私はサバイバーです。サバイバー
シップのジョイントベンチャーに参加する人につ
いておうかがいしたいと思います。私は患者で
あった時からサバイバーに移り変わった時に直面
する問題がガラッと変わってきました。患者の状
態の時には、要するに医療のケアなのですが、いっ
たん治療が終了した時に色々困る問題は、経済や
食事に変わりました。患者の間は、相談相手は医
師や看護師だったのですが、サバイバーになった
時はそれ以外の人に相談を持ち掛けたいと思いま
した。先生が考えているジョイントベンチャーの
人の中では、やはりリードする人は、ここでも医
療者なのか、あるいはもっと色々なケアの人に
入ってもらうという感じなのかお聞きします。

■ M Feuerstein　治療中は主治医がいちばん
相談に乗る人だったということですが、治療が終
わった後は、たとえばかかりつけ医が相談に乗る

人になるかもしれないし、そのかかりつけ医がた
くさん依頼をする場所を持っていて、この問題な
らこの人、この問題ならあの人というように、そ
うしたネットワークを持っていると良いのではな
いかと思います。それがいわゆるかかりつけ医の
役割であり、家庭医の役割です。

■ 参加者 C　私の問題というのは、医学的問題
ではなくて、たとえば経済であったり、栄養であっ
たりというように医療以外の問題なのですが、私
のジョイントベンチャーには誰が入ったらいいの
ですか、どういうジョイントベンチャーを想像さ
れているのですかということをおうかがいしたい
のですが。

■ M Feuerstein　もともとかかりつけ医とい
う場合は、たとえば経済的な問題であれば専門の
ファイナンシャルプランナー、あるいは栄養の課
題があるとしたら栄養士を紹介できるというよう
に、かかりつけ医を中心とした輪を作るというこ
とも考えてきました。ただそれは必ずしもかかり
つけ医ではなく、あなた自身が主人公になって直
接そこに出向くと言いますか、その専門家に言い
に行くことによって自分のネットワークを作って
いくということも考えてください。その場合は、
ジョイントベンチャーというのはサバイバーであ
るあなたと栄養士さんのジョイントベンチャーと
いうことになります。
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■ 高橋　ありがとうございます。もう 1 人質問
をと思ったのですが、時間が過ぎてしまいました。
最後の話は、本当に大事なポイントだと私も思い
ました。プライマリケアの先生に、たとえば自分
が 5 年間悩んでいる「治療は終わった後の食べ方」
を聞いて、うまい答えを出してくれるかと言いま
すと、ちょっと分からないところがありますね。
かかりつけ医が対応できないから無理と思うので
はなく、自分のジョイントベンチャーを作ってい
く、声をあげていくことも大事なのだなと思いま
した。やはりセルフヘルプの部分も大事ですし、
そこは、たとえば研究者であれば社会の中にどう
いうリソースが必要なのかを考えていく。私たち
はまだ知らないだけで、意外に色々な人が世の中
にはいます。私は本当に不勉強だったのですが、

開業栄養士さんもいるそうで、そういう人とつな
がれるような情報をみんなで作っていくというこ
とも大事だなと、お話をうかがっていて思いまし
た。
　今日は大事なポイントをたくさんご指摘いただ
きました。これからもまた色々とネットワークを
とりながらやっていきたいと思います。

■ M Feuerstein　一言だけ申しあげたいので
すが、今の質問の中では、医師、かかりつけ医に
依頼をするというように、責任を医師に負わせて
しまっているところがありますが、ここには医師
以外の職種の方がいらっしゃって、医師以外の職
種の方々が専門性を活かして、長期的サバイバー
のフォローに参画していくというところも非常に
大切になると思います。

■ 高橋　たくさんやるべきことがあります。情
報交換をしていきましょう。これからもよろしく
お願いいたします。マイケル先生にもう一度大き
な拍手をお願いいたします。＜拍手＞
　次のオープンセミナーは 9 月にがん検診をテー
マにして行う予定です。ぜひご参加ください。本
日はどうもありがとうございました。＜拍手＞
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原文ママ

など

原文ママ

など

サバイバーでもある医療者のなすべき役割についてもお話を伺いたかったです。サバイバーシップの領域でのトピックスがわかっ
てよかったです。自分のなすべきことを考えていこうと思いました。

先生の海外の学会報告など聞いてみたいです。

lectureの内容に沿って、サバイバーシップ研究の背景、研究の必要性と事例、今後の展開といったテーマに分けて議論できるとよ
かったです。継続してセミナーができるとよいと思いました。グランドデザインできるprimary physicianは日本ではまだ時間が必要だ
と思います。

仕事のこと、食事のこと、家族のこと、相談員のこと、利用可能な制度について、、何でも詳しく情報をとり入れたいと思っていま
す。積極的な開催を期待しています。又、がんサバイバーとして守られ支えられるだけでなく、人の役に立ちたいと考えています。
その道や方法について、アドバイスを頂きたいです。

参考になる話題が続き、とても楽しみです。
いつもタイムリーで重要なテーマのセミナーを開催して下さり、ありがとうございます。

開催に関する希望（自由記述）

とても良いセミナーでした。ご関係の皆様、ありがとうございました。今後もこのような学びの場があれば参加させていただきます。

日本とアメリカで考え方が重なっていることが多かった。長期的フォローについての課題が多かった。事前準備をすること、事前に
様々なことを考えておくことが大切だった。医療従事者の方が、とても真剣に聞いていた。サバイバー自身が、積極的に問題を発
信し、関わっていくことが大切。まだまだ課題はあり、治療がおわった後の関心がなくなった後のケアが必要だとわかった。

サバイバーケアプランで欠けている領域が、海外でも日本でもほとんど同じだと分かった。日本特有の問題だととらえる必要はな
く、広くサバイバーシップを議論してもいいんだと実感した。日本では、サバイバーシップに関心がある人が限定されていると思うの
で、もっと多勢の人を巻き込む必要がある。

今日と同じように、海外のDrの考え方や、世界のデータを知ることは、とても勉強になるので、またセミナーをやってほしい。日本の
Drとの違いと共通点を知りたい。

質疑応答がとても興味深かった。実際にどうなのかという話がきけてよかった。
サバイバーシップ研究の概要と今後向かう方向について知ることができました。ただ、現在の日本のサバイバーが、そのニーズを
満たしていくためには、先生のおっしゃるジョイントベンチャーの作り方をもっと支援することが重要と思いました。

今、続けているサバイバー支援が少しでも役に立っているようなのでうれしかったです。

診断された時から、サバイバーシップは始まっているということが印象に残りました。他職種連携の強化を今後大切に業務にあた
りたいと思いました。

講師の話が多角的な視点から説明されていたのでよかった。

参加者の感想（自由記述）

今やがんを治す所から、その後の共生についての研究も進んでいる事に感銘を受けました。すばらしい取組み、トピックの、取り上
げだと思いました。ありがとうございました。Joint Venture: cancer survivorも一緒に!!本当に必要な事だと思います。

非常に示唆にとむ内容でした。

がんサバイバーシップ概念の歴史など知ることができ、勉強になりました。

非常に勉強になったと同時に考えさせられることの多いセミナーでした。一人の患者として、またがん患者支援について勉強中の
学生として今後も学んでいきたいと思います。

サバイバー自身も待っているのではなく、積極的に関わりアクティブに役割を担っていくことが重要だ、というお言葉が印象に残り
ました。いろいろな立場の人が、共同してサバイバーシップ研究がさらに深まっていくことを願っています…。
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