
　みなさま今晩は。第 15 回がんサバイバーシッ
プオープンセミナーを開催いたします。今日も寒
い中のご参加、どうもありがとうございます。
　「Cardio-Oncology」という言葉をお聞きに
なったことはおありでしょうか。本日は、順天堂
大学大学院臨床薬理学の教授でいらっしゃる佐瀨
一洋先生に「がんサバイバーに対する循環器サ
ポートの必要性」と題してご講演をいただきます。
　佐瀨先生は本当に幅の広い、たくさんの引き出
しをお持ちの先生でいらっしゃいます。もともと
は内科研修と麻酔科も回られて、臨床薬理学も究
めていらっしゃるわけですが、救急蘇生医学、遠
隔医療（mobile health）、バイオインフォマティ
クス (bioinformatics：生命情報科学 ) と、本当
に色々な、「えっ、これも？」というような領域
の最先端で研究を進めておられます。
　最近は、がん教育についてもご発表の機会が多
く、お忙しいのにあちこちの学校にもお出掛けに
なっているとうかがっています。
　本日のテーマは、循環器サポートです。がんの

治療を受けた後、何年も経ってから心臓に影響が
出てくることは少なくありません。どういう時に
出てくるのか、どんなふうにフォローアップして
いけばいいのか。何しろとても長い期間が絡むも
のですから、急に食欲が落ちたとか、急に倦怠感
が出てきたという合併症とはまた違った配慮が必
要になってきます。そういう晩期合併症に関する
テーマを、オープンセミナーで初めてとりあげる
ことができ、本当にうれしく思っています。
　最初の 1 時間は、佐瀬先生からご講演をいた
だきます。残りの 30 分は、質疑応答です。本日
ご参加の方は半分近くがサバイバー、あるいはそ
のご家族というお立場です。また今日は、医療者
がとても多く参加しています。4 分の 1 は医療
者です。ただここは体験者やご家族がどんどん質
問をする会ですから、医療者の方もご質問をなさ
る時は、どうぞ分かりやすい質問をなさってくだ
さい。よろしくお願いします。
　それではさっそく始めさせていただきたいと思
います。佐瀬先生、よろしくお願いいたします。
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はじめに― Chains of Survival （救命の連鎖）

　みなさん今晩は。過分なご紹介ありがとうござ
います。冬至近くの夕方、真っ暗になったこの時
間に、たくさんの熱心な方々にお集まりいただき
ありがとうございます。
　短く自己紹介をさせていただくと私は医者であ
り、患者でもあって今はサバイバーという立場で
もあります。みなさんと一緒にサバイバーシップ
を勉強していければと思って今日はまいりまし
た。
　まずお聞きします、みなさんの中で心肺蘇生法
の講習を受けたことがない人はどのくらいいらっ
しゃいますか。（半数ほど挙手）半分、半分ですね。
　サバイバーという単語から、循環器の医者とし
て育ててもらった私には、Chains of Survival（救
命の連鎖）、すなわち救える命をいかにして救う
かという心肺蘇生法のトレーニングがまず頭に浮
かびます。スライド 1 は、みなさんが心肺蘇生
法の講習で習われた「院外心停止」における
Chains of Survival です。心臓発作、すなわち心
筋梗塞は、病院に辿り着く前に半分の方が命を落
としてしまうという厳しい病気です。救命の連鎖
とは、サバイバルに必要な 5 つの鎖です。
1）まず助けを呼ぶ

2）CPR（心臓マッサージ）
3）除細動（電気ショック）
4）救急搬送
5）高度専門医療

　それではみなさん声を出してやってみましょ
う。目の前で大切な人が倒れました。まず意識が
ないことを確認します。肩をポンポンと叩いて「大
丈夫ですか？」と声を掛けます。さあやってみま
しょう。（会場一同）「大丈夫ですか？」。声が小
さいのでもう 1 回やってみましょう。（会場一同）

「大丈夫ですか？」。オーケーですね。
　それでは「大丈夫ではない」ことが分ったので、
次に人を呼びます。「誰か来てください」「AED
を持ってきてください」です。やってみましょう。
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（会場一同）「誰か来てください」「AED を持って
きてください」。誰か人が来るまで心臓マッサー
ジを続けます。肋骨の間の胸骨に両手を当てて 5
㎝押し込むことが基本です。テンポは 1 分間
100 回で、アメリカではビージーズの有名な『ス
テイン・アライヴ （Stayin' Alive） 』つまり「生
き残れ」という曲と同じです。日本では中島みゆ
きの『地上の星』がちょうど 1 分間に 100 のテ
ンポです。助けが来たら AED（自動除細動器）
を使います。
　忘れないでいただきたいのは、倒れた人をそこ
に放置しておくと 10 分間でサバイバルできなく
なってしまうということです。もしまだという方
がおられたら、ぜひ心肺蘇生の講習を受けてくだ
さい。

医学への敬意、医療への感謝、
研究への希望

　まず初めに「医学への敬意」というところから
入ります。ご紹介いただいたように最初は内科医

として研修を始め、循環器専門医としてカテーテ
ル治療などの高度な技を身につけたいと思い修行
をしました。大学院では基礎研究として、血管内
皮細胞から一酸化窒素（NO）合成酵素の遺伝子
をクローニングしていました。
　その後アメリカに留学し、これからヒトゲノム
が解読されると診断と治療が大きく変わるので、
医者は患者さんのいるところで研究しろ、要する
に基礎研究をしっかりやったので、今度は臨床研
究をやりなさいとボスから教えてもらいました。
　ボストンではハーバード大学の大御所ブラウン
ワルド教授がちょうど退官記念講演の時で、お話
を聞く機会がありました。具体的にはスライド 2
の図です。20 世紀初頭から、人口 10 万人当た
りの死亡率では、結核や肺炎等の感染症がどんど
ん減り、1950 年ぐらいに心臓病が死因のトップ
になっています。その後でヒタヒタと来るのが今
日の話題の「がん』というわけです。
　1950 年から 2000 年までに問題点をひとつひ
とつ認識・解決していき、心臓病の死亡率が人口
10 万人当たり 400 から、その半分以下まで下

スライド 2　問題点の認識は解決策への第一歩

がってきたのは、やはり大
変なことです。
　まず死亡率を大きく下げ
た立役者の一つが、先ほど
ご紹介した除細動です。
　次に重要なことは疫学研
究で、コレステロール、血
圧、糖尿病、喫煙、肥満な
ど心臓病のリスク要因が
次々と同定されました。
　その次の段階が臨床研究
です。 スライド 3 はスタ
チンというコレステロール
を下げる薬剤を評価した臨
床研究の図です。循環器領
域の薬剤は、臨床試験（治

3がんサバイバーに対する循環器サポートの必要性～ Cardio – Oncology の現状と今後への課題～ 　

第15回OS.indd   3 2019/03/28   17:29



験）において、リスク要因を改善する、すなわち
血圧を下げる、あるいはコレステロールを下げる
と証明された段階で承認されてきたのですが、そ
の薬が本当に命を救っているかどうか分かりませ
んでした。ところが、欧米では 1990 年ころか
ら承認された薬が本当に命を改善しているかとい
う臨床試験が盛んに実施されており、留学で世界
に触れて、治験とか臨床研究は本当に大事なのだ
ということを学んできた次第です。
　臨床研究では意外な結果も大切です。 スライ
ド 4 は、心臓のポンプ機能が低下した状態、す
なわち心不全を対象とした薬剤を評価した臨床研
究の図です。ランダム化比較対照試験によって、
心臓の収縮力を増す、鞭を入れる強心剤は、自覚

さんに一人ひとりに対し全力を尽くすということ
はもちろんいちばん大事ですが、中長期的なサバ
イバル、すなわち生命予後の改善に本当に貢献し
ている薬は何かを臨床試験で評価することも同じ
ように大切だということです。
　 帰 国 し て か ら 国 立 循 環 器 病 セ ン タ ー か ら
PMDEC（医薬品医療機器審査センター）、今は
PMDA（Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency：独立行政法人医薬品医療機器
総合機構）として有名になった機関に出向し、薬
の審査をする過程で教育・診療・研究はそれぞれ
非常に大事だということを学ばせていただきまし
た（スライド 5）。
　特に、日本でも 1997 年から「新 GCP」とい

スライド 3　生命予後の改善（Improved Overall Survival）

スライド 4　なぜ臨床評価が重要なのか？
スライド 5　臨床研究の重要性

症状を改善するものの死亡
率は悪化させているという
意外な結果が示されまし
た。逆に、心臓の負担を減
らす、手綱を緩める心保護
剤 と し て の β 遮 断 薬 や
ACE 阻害薬は生存率を向
上させているという有用性
が示されました。1990 年
代に循環器の医者が学んだ
ことは、短期的なサバイバ
ル、すなわち目の前の患者
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う国際基準に従った治験や臨床試験が実施可能に
なったことは印象的でした。一方、やってはいけ
ないのは「ダメ。ゼッタイ。」です。無効な治療、
違法なもの、有害なものがたくさんありますから、
正しい情報が適切な患者さんに伝わることがいち
ばん大事だということもあわせて学びました。
　ひとつ驚いたのはサリドマイドという薬です。
赤ちゃんが手や足がうまく育たず生まれてきたり
する薬害で覚えておられる方も多いと思います。
ところが、当時あまり治療選択肢がなかった多発
性骨髄腫（multiple myeloma）というがんに対
する薬としてサリドマイドが出てきた時には驚き
ました。「毒にも薬にもならない」という言葉が
あります。毒はきちんと使いこなさないと危ない
のですが、ちゃんと使いこなせば、医療は前に進
んでいく。そういうことも審査の仕事をする中で
学ばせていただきました。
　いったいいつ Cardio － Oncology になるの
だと高橋先生も心配されておられるでしょうか
ら、次は「医療への感謝」に進みます。ここまで
は心臓の話でしたが、次はがんの話です。
　私もがんになりました。2017 年に PMDA の
希少がん対策専門部会で話した内容を少しご紹介
します。
　私はもう少しでがん診断から丸 9 年になりま
す。骨軟部肉腫、いわゆるサルコーマというもの
です。サルコーマと言えば、フジテレビで 2005
年に、稲垣吾郎さんが主演で「飛鳥へ、そしてま
だ見ぬ子へ」というドラマが放映されています。
どうも視聴率が良かったようで、2006 年に TBS
テレビで二宮和也さんが主演で、「少しは恩返し
できたかな」という、これもサルコーマをモチー
フにしたドラマが作られています。ジャニーズつ
ながりでいくと滝沢秀明さんが主演の 2007 年
日本テレビ 24 時間スペシャルもサルコーマで
す。やはり患者になってこういうものを見ると他
人ごととしては見られません。ハリウッド映画で

もセス・ローゲンさんの『50/50』がサルコー
マです。生存確率は 50％。これはただごとでは
ないと思うわけです（スライド 6）。
　色々調べてみると私の病気は 1920 年頃に見
つかり、1950 年頃にハーバード大学が報告した
約 50 例のケースはほぼ全滅で、当時はどうしよ
うもない病気でした。日本全国でも年間 100 人
ぐらいしかいないという、希少がん中の希少がん
です。
　したがって情報がないのも仕方がないですし、
それがまたあまり良い情報ではないということも
困るわけです。それでもいちばん役に立ったのは、
国立がん研究センターの情報です。この病気を一
生懸命に診ている先生方が、局所療法としての手
術は必要、でも全身療法としての抗がん剤も必要
というデータを報告されています。国立がん研究
センターのすごいところは、こういうデータを 1
例ずつきちんと集めて、しかも国内外の論文と検
討して、常に最高の治療法を自分たちでもやって

スライド 6　 ある日、「お医者さん」から「患者さん」にな
りました
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いるし、それをまた発信し続けているということ
です。
　論文を拝読し、研修医のころ、抗がん剤は患者
さんにとっても負担は大きいし、なかなか大変な
ものだと思い込んでいました私も、「よろしくお
願いします」という気持ちの整理がつきました。
　結局、私は国立がん研究センター中央病院にオ
ペ前後の約 2 年間にわたり 3 週間おきに 20 回
ほど入院しました（スライド 7）。まず抗がん剤、
次にオペ、また抗がん剤で残ったがん細胞を「落
ち武者狩り」をするという治療をしていただきま
した。なぜ 3 週間おきに入退院を繰り返してい
たかと言いますと、要するに 3 週間ぐらいでま
た赤血球、白血球、血小板が戻ってくるので、そ
れが戻ってきたところで次の治療を繰り返すから
です。経験された方は分ると思いますが、やって
くださる先生方も大変ですし、受ける患者さんた
ちもけっこう大変です。毒なのですが、その毒を
きちんとコントロールできるようになったからこ
うしてその治療をみな安全に受けられるように
なったわけです。
　厳しい治療ですが、治療をしなければもっとひ
どいことになっていたでしょう。幸い 9 年目を
生きているのは、最先端の医療を提供してくださ

る方々のおかげです。テレビで見たもの、あるい
は教科書で読んだものとは違ってきています。明
らかに医療の診断と治療が少しずつ前に進んでい
ます。そういうことをみなさんと分かち合い、あ
るいは標準治療が進み、その標準治療をみなさん
が受けられるようにという思いで、ここに立たせ
ていただいています。
　次は「研究への希望」です。
　国立がん研究センター中央病院に入院している
時に、たくさんの仲間に出会いました。日本に「サ
ルコーマセンターを設立する会」をつくった、ミ
ス日本でサルコーマの患者だった吉野ゆりえさん
という方もその 1 人です。彼女は本当にバイタ
リティにあふれた方でした。本も出していますし、
ブログも書いています。彼女も希少がん患者で
10 年生存を達成しています。ただやはり、オペ
だけでは二進も三進も行かなくなって抗がん剤を
使っていて、その後の分子標的薬のところで心毒
性が出て、心不全になったという辛い体験をブロ
グにも本にも書かれています。
　やはり本当に聞かなければいけない声は、無念
にも志半ばで亡くなっていってしまった、世のた
め、人のために頑張ったゆりえさんのような人た
ちの思いです。そうした仲間の思いを伝えるため
にも、がんと心臓病という課題を前に進めていか

スライド 7　 約 2 年間にわたる抗がん剤治療と手術は大変
でしたが、 多くの人に助けられ、とりあえず乗
り切ることができました スライド 8　素晴らしい仲間達に恵まれました。しかし…
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なければいけないと思っています（スライド 8）。
　先ほどブラウンワルド先生のお話をしました
が、問題点の認識は解決策への第一歩です。まだ
診断がつかない病態、治療ができない病気を認識
することは、解決のための研究への第一歩という
ことです。
　1896 年初演のオペラ『ラ・ボエーム』では、
ヒロインのミミは当時「不治の病」だった結核に
倒れました。その後 100 年経って 1996 年にリ
メイクされた『RENT』というブロードウェイ・
ミュージカルでは、ミミは HIV 感染症でした。
病気の診断と治療は時代とともに変っていきま
す。逆に変わっていかなければいけないのです。
21 世紀を生きるわれわれは、サルコーマをテー
マとするテレビドラマに涙してしまいますが、い
つまでも同じ知識ではいけません。
　したがって、先人たちの積み重ねとしての「医
学」に敬意を表し、現場で提供していただく「医
療」に感謝しながら、やはり未来に向かって「研
究」への希望を前につないでいくことが大切であ
ると思っています。

がんサバイバーシップ

　これからががんサバイバーシップの話です。
　がんは日本の死因の 3 分の 1 を占めています

（スライド 9）。
　今は日本人の 2 人に 1 人は生涯の内にがんに
なると言われています。
　しかしがんは不治の病ではなくなっています。
高齢化していますのでがん罹患率は当然増えてい
ます。1993 年が変曲点と言われていますが、死
亡率そのものは確実に減ってきています。これは
良いことです（スライド 10）。
　そうすると結果的には罹患率は増え、死亡率が
下がるわけですからサバイバーが増えるというこ
とになります。アメリカではすでに 1,500 万人
ほどのサバイバーがいて 2025 年までに 2,500
万人になると推測され、サバイバーシップ・ケア
が国を挙げての大きな問題になっています（スラ
イド 11）。

スライド 9　日本における死因の 3 分の 1 は「がん」

スライド 11　がんサバイバー数が増加傾向

スライド 10　がんの罹患率は上昇傾向だが死亡率は減少傾向

7がんサバイバーに対する循環器サポートの必要性～ Cardio – Oncology の現状と今後への課題～ 　

第15回OS.indd   7 2019/03/28   17:29



　とくに心臓に関して研究が進んでいるのは、数
は少ないのですが小児がんの長期サバイバーで
す。Childhood Cancer Survivor Study（CCSS）
と 言 い ま す が、『New England Journal of 
Medicine（NEJM）』をはじめ、数多くの医学誌
に質の高い論文が出されています。たとえばこの
スライド 12 では、70 年代、80 年代、90 年代と、
治療開始の年代によって明らかに死亡率が下がっ
ているということが、大変膨大なデータできれい
に出されています。

　しかしながら、小児がんの長期サバイバーを追
跡していく内に、がん治療の成績は良くなってい
ますが、がん以外で亡くなっているところを何と
かしなければならないということが明らかになり
つつあります。スライド 13 は、2018 年 2 月に
ワ シ ン ト ン DC で 開 催 さ れ た Cardio －
Oncology 研修会でアームストロング先生のプ
レゼンテーションとして公開されたものです。た
とえば、リンパ腫で 10 代で化学療法や放射線療
法を受けた小児がんサバイバーが、30 年生存で

スライド 12　  小児がん医療は大きく進歩した－生命予後の改善とがん治療関連循環器疾
患の減少

きたということは医学のす
ばらしい進歩ですが、サバ
イバー本人にとっては 30
年生存してもまだ 40 歳で
す。データを解析していく
内に、まだ若いにも関わら
ず心不全で亡くなっている
症例は、初期のがん治療が
影響して心血管系の晩期合
併症を発症しているのでは
ないかということが浮き彫
りになってきたのです。
　子どもだけではありませ
ん。実は大人でもあります。
乳がんは大変予後が良く
なっています。今や 5 年
生存率と言うよりは 10 年

スライド 13　 小児がんサバイバーの長期予後調査－心血管
疾患が問題として浮き彫りに

生存率、15 年生存率で大変優秀な成績が示され
ています。乳がん患者さんの亡くなった原因を分
類してみると、最初の内はたしかにがんで亡く
なっている人が多いですが、9 年目以降は心臓病
で亡くなっている人の方が多くなっています。こ
れは 2013 年にアメリカの NIH（国立衛生研究所）
を動かしたキーになるスライドのひとつです。マ
イナーな問題ではなく大きな問題で、さらにこれ
から増える。これは大変なことだということで、
アメリカは国を挙げて動き始めました（スライド
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なる人の方が多いのです。
　要するに乳がん治療が良
くなったので、心臓病を発
症してからではなく、乳が
ん治療を始める前からやる
べきことがあるだろうとい
うことがクリアになりまし
た。 こ れ が Cardio －
Oncology と い う 話 に な
ります。
　こういうことを研究して
いく上で高橋都先生のサバ
イバーシップ・ケアについ
ての論文は大変助けになり
ました。私は循環器のこと
しか知りませんでしたが、
この分野では高橋先生は、
国内で非常に先駆的にお仕

事をされています。高橋先生の論文を拝見すると
サバイバーという言葉が初めて出てきたのは、
1985 年 の『New England Journal of 
Medicine』 だそうです。1960 年代の 5 年生存
率は 25％だったが、1985 年には、「5 年生存率
が 50％に近づいており…これからはサバイバー
シップが大事になる」と書かれています（スライ
ド 16）。
　ちなみに 2017 年のアメリカの統計を見ます
と、全体としての 5 年生存率は、67％と出てい

スライド 15　 乳がんと心血管疾患－乳がん診断時の年齢と心血管危険因子が予後に大き
く影響

スライド 14　成人がん医療の進歩と心血管疾患

スライド 16　がんサバイバーシップ研究とは何か

14）。2017 年の『米国医師会雑誌（JAMA）』に、
乳がんと心血管疾患をさらに詳細に解析した論文
が載りました。スライド 15 の上のグラフが年齢
で分けたもの、下のグラフがリスクで分けたもの
です。乳がんの患者さんで乳がんと診断された時
の年齢が 66 歳以上では、乳がんよりも心臓病で
亡くなる人の方が多い。年齢という要素があるこ
とが明らかです。もうひとつ、もともと心臓病が
あった人は乳がんで亡くなるよりも心臓病で亡く
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ます（スライド 17）。がんサバイバーシップと
かサバイバーシップ・ケアというのは新しい学問
領域で、本当に重要で、しかもこれから成長して
いくのだということを高橋先生から学びました。
　スライド 18 は 2017 年の『Lancet』に出た
ものです。がんと診断された時から「がん治療中」

スライド 18　サバイバーシップ・ケア

スライド 17　Cancer Treatment & Survivorship

「がん治療後」と、トータルにわたって見ていか
なければいけないということで、サバイバーシッ
プに関する全体の認識が徐々に深まってきたとい
う論文です。注目すべきポイントは、中・長・晩
期の障害に対してがん専門医とかかりつけ医との
間でどのように渡していくかということです。ど
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うやってこのトランジション（移行期）を乗り切っ
ていくかが大きな課題です。

がん治療関連心血管疾患（CTRCD）

　がんサバイバーシップ・ケアの中で、心臓は大
きな意味を持ちます。
　まずアントラサイクリン系抗がん剤で、私もこ
れで命を救ってもらったのですが、スライド 19
は、一生涯の蓄積量がある一定の用量を超えた後
は、心不全が劇的に増えてきます。

スライド 19　アントラサイクリン系と心不全

スライド 21　分子標的薬と心毒性

スライド 20　放射線治療と心血管系合併症
　放射線治療も心血管系へ
の影響があります（スライ
ド 20）。特にリンパ腫な
らば心臓の近くの縦郭リン
パ節などに放射線を当てる
ような治療もありますし、
乳がんなら左の乳腺に放射
線を照射する時は、左前下
行枝と言って、心臓の中で
はいちばん大事なところに
放射線が当ってしまうこと
があります。こういうハイ
リスクな治療を受けた人に
ついては、かかりつけの先
生や循環器の専門医に渡す
時にもきちんと情報を渡さなければいけません。
　最近の課題はいわゆる分子標的薬です（スライ
ド 21）。詳細は話す時間がありませんが、がん
を狙い撃ちにする「ミサイル療法」、あるいは副
作用が少ない「夢の新薬」として鳴り物入りで出
てきたのですが、現在では心不全や高血圧や血栓
症など、意外に心臓を狙い撃ちにする副作用が少
なくないことが分かってきました。
　たとえば、乳がんに対するトラスツズマブ（商
品名：ハーセプチン）ですが心臓にもそのレセプ
ター（受容体）があるので、心毒性があります。
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トラスツズマブを前述のアントラサイクリンと同
時に投与すると、相加的ではなく相乗的に心不全
を起こすことが知られてきました。したがって今
では投与時期をずらし、投与量を調節するように
なりました（スライド 22）。順天堂大学でも大
学院生がカルテを調べてくれたのですが、大学病
院ではほぼ全例で治療前の心エコー検査が徹底さ
れているにもかかわらず、実際にトラスツズマブ
投与後に心不全を発症して乳がん治療の中止・中
断を余儀なくされた患者さんがいたということで
す。さらに匿名化された全国の診療報酬（レセプ
ト）データを解析したところ、大学病院よりも治
療前の心エコー実施率が低く、治療後の心不全発
症率が高い傾向にありました。つまり、目の前の
患者さん一人ひとりだと意外に気がつかないこと
も、全体的に調べるとやはり心臓に影響が出てい
ることがよく分かりました。
　また、血管新生阻害薬にも注意が必要です。ザッ
クリ言うとがんを兵糧攻めにするタイプの薬で
す。抗体薬や低分子のチロシンキナーゼ阻害薬な
どがあります。血管の中で血液を固まらなくして
くれている血管内皮細胞というものがあります
が、がんを兵糧攻めにするためにそれをはぎ取っ
てしまうような薬です。たしかに高血圧や血栓症
など色々なことが起こります。
　分子標的薬として、白血病に対するイマチニブ

（商品名：グリベック）は、とても画期的な薬です。
その後、第 2 世代、第 3 世代が開発されていま
すが、この第 3 世代のポナチニブ（商品名：ア
イクルシグ）では動脈血栓症が 12％に報告され
ています。静脈血栓症、いわゆるエコノミークラ
ス症候群も厄介ですが、こちらは動脈血栓症なの
で、頭に詰まったら脳卒中で、心臓で詰れば心筋
梗塞、お腹の腸間膜動脈に詰れば開腹手術と、さ
らに厄介な緊急事態です。
　最近の話題は免疫チェックポイント阻害薬の投
与後に発症する、まれながら致死性の劇症心筋炎
です。先日スウェーデンで本庶佑先生がノーベル
賞を受賞されて、和服姿でかっこう良かったです
ね。本庶先生は免疫の専門家ですが、がんが免疫
を逃れているメカニズムを見つけて、結果的には
抗がん剤の一部、あるいはがん治療の一部に革命
を起こしたということで受賞されました。京都大
学では、ネズミで PD － 1 をノックアウトする
と心筋炎になるということを見い出し、この分子
は免疫の中で大事な働きをしていることが解明さ
れるきっかけになったと言われています（スライ
ド 23）。これは『Science』に載っています。
　2016 年 の『New England Journal of 
Medicine』には、ニボルマブとイピリムマブで
PD － 1 と CTLA － 4 を同時にブロックした症

スライド 23　本庶先生のノーベル賞受賞スライド 22　 アントラサイクリン系とトラスツズマブの併用
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例で、まれながら重篤な劇症心筋炎が起きたこと
が つ い に 報 告 さ れ ま し た。2018 年 11 月 の

『Lancet』では症例報告数が増加しているとのこ
とです。この論文を書いたJavid Moslehi先生は、
2019 年 3 月の日本循環器学会に来日されます
が、免疫チェックポイント阻害薬投与後の劇症型
心筋炎はこれからも確実に増えるので、がん治療
を行う病院は循環器の先生と連携をしておかない
といけないという話をされていました（スライド
24）。
　このように、がん医療の進歩がまったく新しい
心血管系の合併症（CTRCD）を伴うことが分かっ
てきました。症状が出てから循環器内科が呼ばれ
ていくという体制では緊急事態に対応できないた
め、リスクの高い患者さんやリスクの高い治療に
ついては、予め連携しましょう、という時代が来
たということです。

重要性を増す Cardio － Oncology

　Cardio － Oncology は、まず医療現場から始
まりました。2000 年にアメリカのテキサス大学
MD アンダーソンがんセンター、あるいはボス
トンのハーバード大学ダナ・ファーバーガン研究

所、マサチューセッツ総合病院といったところか
ら始まったとされています。スライド 25 は

スライド 25　それは医療現場から始まった

スライド 27　米国医薬食品局（FDA）ワークショップ

スライド 26　米・国立衛生研究所（NIH）合同ワークショップ

http://www.fda.gov/Drugs/NewsEvents/ucm513031.htm

2018/11/20

米国医薬食品局 (FDA)

Clinical Pharmacology and Regulatory Science, Juntendo University

スライド 24　 免疫チェックポイント阻害薬で稀ながら致死
性の劇症心筋炎
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2016 年ですが、今は全米の名だたるがんセン
ターには Cardio － Oncology Unit、腫瘍循環
器外来等が設置されているとのことです。
　キーになったのは 2013 年にアメリカの NIH

（国立衛生研究所）で開催された合同ワークショッ
プです（スライド 26）。心臓の専門家と、がん
の 専 門 家 が 世 界 中 か ら 集 ま っ て、 疫 学 研 究

（Epidemiology）、基礎研究（Basic Science）、
臨床研究（Clinical Care）について、すでに分かっ

スライド 29　Cardio － Oncology の 40 項目の共通課題

スライド 30　米国心臓病学会（ACC）

スライド 28　各がん種がそれぞれ Cardio － Oncology に スライド 31　 米国臨床腫瘍学会（ASCO）：COLLECTIVE 
WISDOM

ていること、まだ分からな
い、まずやるべきことにつ
いて議論しました。約 40
項目の課題が Web サイト
や論文として公表されてい
ます。
　合同ワークショップの直
後 か ら、Cardio －
Oncology に 関 す る 国 や
学会レベルでの動きが加速
し ま し た。 ア メ リ カ の
FDA（Food　&　Drug　
Administration： 米 国 医
薬食品局）はすぐにワーク
ショップを開催しました

（スライド 27）。
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　循環器専門家の視点からは、従来は各がん種そ
れぞれの専門家からバラバラにコンサルテーショ
ンを受けていたところを（スライド 28）、腫瘍

専門家と循環器専門家が患者中心の連携として約
40 項目の共通課題に取り組む ことで（スライド
29）、画像診断やバイオマーカー、レジストリー
など、予防・診断・治療に関するが論文数が爆発
的に増えました（スライド 30）。
　私は 2016 年に米国臨床腫瘍学会（ASCO）
に行き（スライド 31）、実際に腫瘍循環器のリー
ダーとお会いしました。循環器専門医でがんサバ
イバーですとお話ししたところ、国際腫瘍循環器
サミット（GCOS）に参加するように勧められ
ました。
　その年の秋にカナダの GCOS では、世界中の
専門家にお会いすることができました（スライド

スライド 32　国際腫瘍循環器学会（GCOS）

スライド 33　腫瘍循環器領域論文『JAMA』に掲載

スライド 35　 ポジション・ペーパー（欧州心臓病学会：
ESC）

スライド 34　腫瘍循環器領域論文『NEJM』に掲載

スライド 36　教科書の発行が相次ぐ
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32）。
　同じ 2016 年には、『JAMA』（スライド 33） 
とか『NEJM』（スライド 34）といった一流の雑
誌に総説が発表され、この領域の重要性が世界中
で認識されました。
　また、ヨーロッパ心臓病学会（ESC）がポジショ
ン・ペーパー を公表しました。がん医療の進歩、
それに伴い新たに出現しつつある循環器系の病態
等、分かりやすい言葉でまとめられており、循環
器医の間で CTRCD に対する理解が広まりまし
た（スライド 35）。
　さらにありがたいことに、2016 年から 2017
年にかけてスライド 36 にあるように Elsevier
とか Academic Press、Springer といった出版
社から、がんの先生と循環器医が一緒に書かれた
教科書が次々と発表され、これでようやくお互い
の言葉が通じるようになりました。
　実は、がんの先生はがん治療が終わるまで頑張
ろうとします。循環器医が途中で来るとがん治療
を止められるのではないかと、心配していたとの
ことです。心不全では、たとえばむくみや息切れ
という症状が出てから心不全だと言っていたので

す。一方、循環器医は、症状が出てからでは心不
全は手遅れであることを知っていますから、症状
が出る前の段階から心臓のエコーを撮ってくださ
いとか、BNP を採血してくださいとか、治る段
階で検査をしてくださいと言っていました。どち
らも目の前の患者さんに最善を尽くしていたので
すが、言葉が通じておらず、バラバラに行動して
いたわけです。がんの先生と循環器医が同じテー
ブルに着くことで、実はがん患者のアウトカム向
上という共通の目的があるので早い段階から連携
しましょう、ということでようやく言葉が通じる
ようになりました。

学際領域の診療ガイドライン

　しかしながら、エビデンスに基づく診療ガイド
ラインの作成は容易ではなく、学際領域において
はなおさらです。
　これまで循環器系の学会では症状が出る前から
頻繁に心機能を検査するよう推奨し、がんの学会
ではエビデンスのない検査でがん治療を中断・中
止しないように、心不全についても症状が出てか

スライド 37　 成人がんサバイバーに対する循環器ケアの課題－がんを有する成人患者に
対する心毒性の監視とケア：診療ガイドライン間の共通点と相違点
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スライド 38　 日本循環器学会・日本心不全学会合同ガイドライン：急性・慢性心不全診
療ガイドライン（2017 年改訂版）

スライド 39　 成人がんサバイバーに対する循環器ケアの課題（『Journal of Clinical 
Oncology』 2017）

らの報告を推奨していました。スライド 37 の上
の 3 つといちばん下のものはがんの診療ガイド
ライン、真ん中の 3 つが循環器系の診療ガイド

ラインです。書いてあることが違うのですから患
者さんも心配です。
　まず小児がんの領域で、『Lancet』の 2015 年
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スライド 40　循環器疾患と乳がん（『Circulation』）

スライド 41　 がん診療のリスクに応じた心エコー検査の頻
度（『Circulation』）

スライド 42　 乳がんと心血管病に共通する危険因子－米国
心臓協会（AHA）声明（『Circulation』）

に、「Guideline Harmonization Group」 と し
て国際的に整合化された腫瘍循環器の診療ガイド
ラインが公表されました。
　成人のガイドラインは整合化が大変でした。日
本でも心不全のガイドラインが 2018 年 3 月に
改訂されましたが、まず心不全とはリスク（Stage 
A）、無症候性（Stage B）、症候性（Stage C）、
非可逆性（Stage D）というような進行性の病態

であると定義されました（スライド 38）。
　平行して、CTCAE（Common Terminology 
Criteria for Adverse Events：有害事象共通用
語規準）というがん治療における副作用の用語集
も第 4 版から第 5 版に改訂され、心不全ガイド
ラインとの整合性が改善されました。そして、成
人のがん治療における循環器系のケアに関する診
療ガイドラインがまとめられました（スライド

39、ASCO2017： 『JCO
（JOURNAL　OF CLINICAL 
O N C O L O G Y ）』）。
ASCO2017 診療ガイドライ
ンを読むと、「がん治療前」
のリスク評価、「がん治療中」
のモニタリング、「がん治療
後」のサバイバーケアが明記
されています。ついに共通の
土俵ができたわけです。しか
しながら、ほとんどの部分で

「エビデンスなし」と書かれ
ているので、これからたくさ
んリサーチをしなければいけ
ません。
　それと同じものが、循環器
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系の学会からも公表され（スライド 40）、がん
治療のリスクに応じた心エコー検査の頻度 （スラ
イド 41）や、がんと循環器には共通するリスク

因子 （スライド 42）等が明記されました。
　米国 NCCN ではサバイバーシップ・ケア、
AYA 世代のがん、乳がんの長期フォローアップ、
がん関連血栓症のフォローアップ等のガイドライ
ンを作成していますが、心血管系のことが少しず
つ書かれているものの（スライド 43）、がん治
療の進歩に対しエビデンスに基づく診療ガイドラ
インの整備がまだ追いついていないというのが現
状とのことです（スライド 44、スライド 45）。

チーム医療と地域医療連携

　このように、Cardio － Oncology とは、患者
アウトカムの向上を共通の目的とする学際領域の
連携で、まず医療現場から始まり、国や学会レベ
ルでの対応も進みつつある、国際的な流れです。
　それでは日本の状況はどうでしょう。日本でも、
まず医療現場における対応から始まっています。
たとえば、院内ではチーム医療、すなわちがんと
循環器の診療科間連携、および医師、看護師、薬
剤師の職種間連携が進みつつあります （スライド
46）。
　サバイバーシップ・ケアの観点から現在指摘さ
れていることは、地域医療における対応の必要性
です。循環器専門医の配置はがん診療連携拠点病
院の要件にはなっていません。また、国立がんセ

スライド 45　心不全のステージ分類と腫瘍循環器

スライド 46　 急性期：医療安全と EBM を核としたチーム
医療

スライド 43　米国 NCCN ガイドライン各種

スライド 44　がん治療の進歩と腫瘍循環器
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ンターから大阪医大に移られた藤阪先生のスライ
ド 47 にあるように、がん地域連携パスに心臓の
ケアを入れる必要もあるでしょう。また、その前
提となる教育・診療・研究の連携体制の整備も必
要です。これから解決すべき課題はまだまだ多い
ようです。
　国や学会レベルの動きにも期待しています。ま
ずは 2016 年に日本循環器学会でシンポジウム
を開いてくれました。これを受けて日本臨床腫瘍
学会でもシンポジウムが開かれました。その中で
浮き彫りになったことは、がん診療連携拠点病院
にいる循環器医の数です（スライド 48）。たと
えば、がん研有明病院に 1 人、築地の国立がん
研究センター中央病院に 2 人いらっしゃいます
が、埼玉県立がんセンターや群馬県立がんセン

スライド 48　 がん診療連携拠点病院（都道府県拠点病院）
における循環器医の数

スライド 47　がん地域連携バスへ心機能フォローを導入へ スライド 49　日本腫瘍循環器学会

【慢性期】地域医療連携とチーム医療
藤阪保仁. 2015 第4回腫瘍循環器研究会

ターには、循環器の医者はいないのです。いちば
ん高度ながん治療が行われている拠点病院に心臓
の専門家がいない。それが今の日本の現状です。
こうした問題点を認識して、解決策を実践してい
ければと思います。
　幸い、国立がん研究センターでは藤原康弘先生
がおられて、2010 年に私が入院した時も、誰か
心エコーができる循環器医はいないかと精力的に
活動されていました。そのおかげで、今は岩佐健
史先生や庄司正昭先生という循環器専門医が、国
立がん研究センター中央病院のど真ん中で活躍で
きる時代になりました。同じころ、大阪国際がん
センターでも、向井幹夫先生を中心に腫瘍循環器
科が立ち上がりました。こういう活動が日本中の
がん拠点病院に拡大することを期待しています。
　最後に、2018 年 11 月には第 1 回日本腫瘍循
環器学会学術集会が開催されました。2019 年は
旭川で開催されます（スライド 49）。日本でも
がんと循環器が連携する学会が立ち上がりました
ので、がんサバイバーに対する循環器サポートに
より、患者アウトカムの向上が期待されている、
というお話しです。
　私自身、いろいろな方にお世話になりながら治
療していただきましたので、少しでも社会に還元
ができるようにと思っています。本日はご清聴あ
りがとうございました。
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■  高 橋　 佐 瀨 先 生、
どうもありがとうござ
いました。あっと言う
間 の 1 時 間 で し た。
最先端の話を、これほ
ど分かりやすく、膨大
なデータとともにお示
しいただき、本当に得
をした気分の 1 時間でした。先生、ありがとう
ございました。

■ 佐瀨　感謝するの
はこちらです。今日も
入院している時にお世
話になった看護師長さ
んや、みなさんが来て
くださっているので、
高い席から申しわけな
いのですが、本当にあ
りがとうございましたというのが、私からの言葉
です。

■ 高橋　印象的なお話が色々ありました。循環
器もがんも医療の中では巨大な領域です。大きい
からこそお互いの言葉が意外に分かっていなかっ
た。心不全の定義がこれほど違っていたとか、同

じ医療の中でも業界の違いがあり、それを越えて
歩み寄らなければいけないというお話を、その最
先端のところでうかがいました。教科書ができて
きたのも 2016 年、2017 年あたりからなのです
ね。

■ 佐瀨　本当にそうです。2013 年にメールを
もらい、2014 年ぐらいから米国と連絡するよう
になって、2015 年の循環器学会で日本でもやら
なければと相談したら、2016 年にシンポジウム
を設定してくださいました。ちょうどその時に

『NEJM』『JAMA』 が出て、それから教科書が 3
冊、4 冊と出て、タイミングが良かったのだと思
います。世界的にも困っている話だったのでしょ
う。みなさんお気づきの通り、何か悪いことが起
きたからではなく、明らかにがんの医療が良く
なってきたことによる新たな動きなのです。そこ
がポイントだと思います。がんの治療を完遂する
ために、がんサバイバーのケアをより良くするた
めに、心臓のことも考えましょうとなっている。
それがまさに今、われわれが生きている時代です。

■ 高橋　おそらく、たくさんご質問があると思
います。連携はどのように進めていけばいいかと
か、医療の連携だけではなく、症状が出る前から
治療を受けている立場の患者さんやそのご家族

質疑応答

21質疑応答　

第15回OS.indd   21 2019/03/28   17:29



は、どのように心臓のことを考えていけばいいか
など、色々ご質問があると思います。どういうと
ころからでもけっこうです。どうぞお手をお挙げ
ください。

階段で息切れ
―原因は多様なので腫瘍循環器医に相談を

■ 参加者 A　貴重なお話をどうもありがとうご
ざいました。がん研究センター中央病院で治療を
し、2017 年には R － CHOP 療法（編注：悪性
リンパ腫の代表的な化学療法）を 8 回受けてい
ます。階段を 3 階まで上がると「ハア、ハア」
と息が切れてしまいます。まさに自分が症状が出
るか出ないかというところを感じていて、R －
CHOP を 6 回で終わるのか、8 回にするのかは
個人的には迷っていました。先生は 8 回いくと
いうことでしたので 8 回やり、その最後の 2 回
でずいぶん息切れが進んでしまったと思っていま
す。今のお話をうかがうと症状が出てしまうとだ
めだということですから、仕方がないかなとは思
いますが、これから先の自分の管理は、どこまで
の負荷をかけていけばいいのか悩みます。何を
マーカーと言いますか、目安にすればいいのか。
個人的には BNP を近くのクリニックで測って主
治医のところに持っていきもしているのですが、
残念ながら主治医はあまりそれに関心を持ってく

ださらないのです。自分としてはどのくらいの心
負荷がいいのか、再検査をした方がいいのかと
色々考えるのですが、そういうところに話がいか
ずに、「君はもう十分良い結果が出たのだから、
どんどん運動してもらってもいい」と言われます。
どうもそうではないらしいということは自分では
分かっています。私はマラソンなどもやってきた
人間ですが、まだ走れません。そういうことを抱
えた方はおそらくいると思います。何を目安に、
どういう範囲で運動負荷をかけることをこれから
の生活で、自分の身体に許していくのか、そのあ
たりを教えていただきたいと思います。よろしく
お願いします。

■ 佐瀨　ありがとうございました。サバイバー
仲間だからよく分かる質問で、これは非常に大事
なことです。階段を昇れない。自分も経験したの
で、たぶんここは分かりにくいのだろうなと思っ
ていました。逆に医者の立場からすると、階段を
昇れなくなる理由は 1 つではありません。事前
に丁寧な説明が必要なところです。
　まず 1 つめは「貧血」です。抗がん剤投与約
3 週間後に骨髄抑制、すなわち赤血球・白血球・
血小板が低下することがありますが、赤血球が足
りなくなると全身に酸素が行き渡らなくなり、い
わゆる貧血という症状で階段を昇りにくくなるこ
とがあります。話が横道にそれますが、最近『は
たらく細胞』（dTV）というアニメがあって、子
どもの方がよく知っていたりします。あれは大変
おもしろいのでぜひ観た方がいいです。
　そして 2 つめは今日の話のメインでもある「心
不全」です。がん治療に伴う心血管障害が起きる
と、たとえば心機能低下、すなわちポンプとして
の機能が低下することで、血液はあるのだが、そ
の血液を送れないということがあります。貧血と
心不全、まずこの 2 つが説明の分かりにくいと
ころだと思っています。
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　それから 3 つめは「筋力低下」です。私も入
退院がけっこう続いたので、その間に筋肉が落ち
てしまいました。今ならフレイルとかロコモティ
ブシンドロームと言われているものです。筋肉は
なかなかすぐには戻りません。
　さらに 4 つ目は意外な盲点である治療終了後
の「体重増加」です。ケモ（化学療法）をしてい
る時には食欲がなかったのと、そう長く生きられ
るとも思っていなかったので、再び食べられるよ
うになるとおいしいものを食べようと思い、けっ
こうケモの後に肥りました。そうなると赤血球は
少ない、体重は多い、しかも頼りの肌肉はないわ
ということで心臓にとっては三重苦です。それで
は階段を上がれません。私もマラソンを走れるよ
うになるまでには体重を 10 数㎏落として、歩く
ところから始めました。次には走れないのでプー
ルに行って少し泳ぎ、それから少しずつ走れるよ
うになって、42.195㎞を走れるようになるまで
には、やはり 1 年ぐらいはかけました。
　そういうことなので、今のご質問に対する答え
としては、「階段を昇れない」という症状は大変
重要で、がん治療中およびがん治療後の「息切れ」
には貧血、心不全、筋力低下、体重増加、いろい
ろな原因が考えられますので、腫瘍循環器医にご
相談ください、ということです。私もケモを 10
数回もやりましたから貧血が進みました。ご質問
では R － CHOP の最後の 2 回で息切れとのこと
ですが、ヘモグロビン（Hb）が低下しているだ
けならそれは「貧血」なので、多くの場合は時間
とともに戻ります。一方、BNP のようなバイオ
マーカーが上昇、あるいは心エコーのような画像
診断で心機能低下していればそれは「心不全」な
ので、循環器医による治療が必要です。
　ちなみに、「がん治療中」の心不全については、
息切れという症状が出てからでは遅いので、無症
候性すなわち症状が出る前の検査が重要だと言わ
れるようになりました。専門的にはバイオマー

カーと画像診断と言います。たとえば、ご質問に
あった BNP というのは心不全になると上がって
くるバイオマーカーです。また、トロポニンとい
う心臓にしかないタンパク質は心臓に傷がついて
いるという証明であり、心筋梗塞や抗がん剤によ
る心筋障害で上昇するバイオマーカーです。また、
無症候性の心不全を早期診断するためには画像診
断も重要です。超音波や心臓核医学検査や、それ
が撮れない人は心臓の MRI などを撮ります。実
は、そういう画像診断とバイオマーカーに関して、
現時点においてはほぼコンセンサスがないので
す。つまり腫瘍内科医としてはあまり頻繁に測定
するとがん治療を止めてしまうので、やりすぎて
はいけないという話で、一方の循環器医としては
心不全の症状が出てからではがん治療の継続が困
難になるので頻繁に測定しようというわけです。
2017 年の『Lancet』で、成人のサバイバーで
がん治療前・がん治療中・がん治療後に、がんの
学会が推奨する検査頻度と循環器の学会が推奨す
る検査頻度の違いが指摘されていたところです

（スライド 37、16 ページ参照）。
　また、「がん治療後」ですが、必ずしも長期フォ
ローアップしなければいけない患者さんばかりで
もないのです。それならどうするのだということ
で出てきたのが、先ほどの ASCO の合同のガイ
ドラインです（スライド 31、14 ページ参照）。
たとえば今のご質問者はがん治療の前に心臓発作
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を起こしたことはないと思いますが、このガイド
ラインでは「ハイリスク患者」と「ハイリスク治
療」、すなわち心疾患の既往歴や年齢などの「ハ
イリスク患者」や、R － CHOP と言われましたが、
どういう治療を受けたのか、たとえば放射線を左
胸から受けていたとか、アントラサイクリンと
ハーセプチンを同時に受けていたとかなどの「ハ
イリスク治療」を定義しています。多くの人はエ
コーを 1 回撮って大丈夫なら、その段階では大
丈夫となります。それぐらい多くの人は大丈夫な
のです。
　もしかかりつけの先生で、まだ腫瘍循環器に興
味をお持ちでない先生がいらっしゃったら国立が
ん研究センターにも循環器の先生がいらっしゃい
ますので、色々な意味で相談窓口はありますから、
そういうところで質問されるといいかと思いま
す。

連携は始まったばかり
―コンセンサスを得ながら進めていく

■ 高橋　中央病院に循環器専門医としご勤務の
岩佐先生、何かコメントはございますか。

■ 岩佐　国立がん研
究センターで 5 年ほ
ど前から循環器の診療
をさせていただいてい
ます。本来ならここに
いらっしゃる患者さ
ん、みなさんとお話が
できているといいと思
うのですが、たぶんほとんどお会いできていない
ので非常に失礼申しあげています。
　確かに、ここ 5 年ぐらいでかなり状況が変わっ
てきています。以前は、たとえば心エコーを撮る
か撮らないかも、血液内科や乳腺内科など、わり

に心毒性がよく出ると言われている領域の先生は
自分なりの基準を持って決めていたのですが、他
の領域では基準がまちまちでした。また、たとえ
ば新しい抗がん剤に関しては知識が足りなかった
り、われわれもそういう面にまだまだアプローチ
できていないということもあり、検査間隔もまち
まちでした。
　それは私どもだけの話ではなく、全国、いや全
世界に目を向けても、正直言って、何年に 1 回、
何ヵ月に 1 回心エコーを撮ったらいいか、誰も
分からないという状況でした。「言葉が違う」と
いうお話もありましたが、われわれの考え方とが
ん専門の先生方の考え方が違う部分はあります。
しかしそうは言っても何をめざしているかは同じ
で、がんを治し、その後、心毒性も出さずにきち
んと生活していけるようにすることです。ただ治
すだけではなく健康に過ごしていけるようにする
ということですから、そういう意味でこれからも
協力できたらいいなと思っています。佐瀬先生の
ような先達のお話は非常に勉強になりました。

■ 高橋　ムチャ振りにご協力ありがとうござい
ます。

■ 佐瀨　僕の時にはまだ岩佐先生がいらっしゃ
らなかったので、心エコーは撮っていません。後
になって心エコーを撮った時に元から落ちていた
数値なのか治療で落ちたのかは、僕の時には分か
りませんでした。今はベースラインで撮ってもら
うので、それがあるだけでも全然違います。ただ、
全員が毎回撮ると心エコー室がパンクしてしまい
ます。循環器内科医をパンクさせると緊急の時に
みな困ってしまうので、そのへんはみんなでコン
センサスを作りながら優先順位をつけてやってい
くことだと思っています。少なくとも自分がお世
話になっていた当時に国立がん研究センター中央
病院の先生方が困っていたことが、岩佐先生や庄
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司先生のような循環器の先生が来てくれるように
なって一歩ずつ前進した、というように理解して
います。

■ 高橋　いかにこの領域が、今、現在進行形で
動いているかということですね。はい、それでは
次の質問をどうぞ。

がん治療の進歩は心臓の晩期合併症にも
良い―危険因子のチェックを心掛ける

■ 参加者 B　私も患者です。8 年前に白血病だっ
たのでアントラサイクリン系のものを 4 クール
ほどしています。そこはもう治っているのですが、
先生のお話だとかなり経ってからもリスクは残る
ということで、8 年も経っているのですが、まだ
そういうリスクはあるのかということを教えてい
ただきたいと思います。もう一点は、基本的に高
脂血症なのです。悪玉コレステロールががん治療
前から高く、最近、測定したものでは、超悪玉の
コレステロールもやはり高い。これは心臓のリス
クと相乗効果的に影響するものなのかも教えてい
ただきたいと思います。

■ 佐瀨　ご質問の通り、アントラサイクリンに
よる心毒性のリスクは、生涯投与量に応じて増加
することが知られています（スライド 19、11 ペー
ジ参照）。今のご質問を聞いていて、コントロー
ルしながら使っていただいているような印象を受
けました。スライド 41（18 ページ参照）が参
考になると思います。アントラサイクリンの心毒
性は、生涯の蓄積用量が 240 で分けられていま
す。4 クールだとおそらくは 240 以下のところ
だと思います。これ以下の用量なら安全という基
準はありませんが、逆にアントラサイクリン治療
を受けた人全員が晩期の心不全を起こすというわ
けでもありません。

　たとえば、小児がん治療では予後も良くなって
きたし、心臓にもより優しくなるようになってき
たというデータがあります。スライド 12（8 ペー
ジ参照）をご覧ください。70 年代、80 年代、
90 年代に治療を受けた子どものがんによる死亡
はそれぞれ 1.8、1.3、1.0 と、確実に治療成績
は良くなっています。一方、心臓による死亡はそ
れぞれ 0.5、0.3、0.1 で、心臓にも優しくなっ
ています。
　今のご質問は、成人におけるアントラサイクリ
ンによるがん治療後、晩期にどのくらい心臓の障
害が出るかですね。今は 8 年目ということは、
21 世紀の治療を受けていますから、あまり無茶
苦茶なことはされていないと思いますが、いちお
う「ハイリスク治療」を受けたことになります。
もちろん、循環器系の一般的な注意として、悪玉
コレステロールが高いということで「ハイリスク
患者」にも該当しますので、定期的に循環器医の
コンサルテーションを受けてください。その時に

「昔、抗がん剤の治療を受けました」と、病歴を
聞かれた時に一言お伝えください。循環器の医者
はそこをあまり知らないので助かると思います。
あとは循環器のリスク因子を、つまりコレステ
ロールだけでなく糖尿や血圧、肥満、喫煙など一
般的なリスク因子を診ていただくというのはいい
と思います。

■ 高橋　ありがとうございます。

学会を立ち上げた理由
―緒についたばかりの腫瘍・循環器の連携

■ 参加者 C　私も患者です。貴重な視点をあり
がとうございました。2 年前に急性の T 細胞性
の悪性リンパ腫で治療を受けました。やはり心臓
に対しては自分でも負荷を感じています。先ほど
先生は県立のがんセンターには、循環器医がいな
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い病院もあるという話をされていましたが、がん
センターそのものがない都道府県もたくさんあり
ます。そういうところは総合病院の中でがんセン
ター機能を果たしている病院があります。地方に
はそういう病院がたくさんあり、私の県もそうで
す。そうなると病院の中には循環器の専門医はい
ますし、がん治療の専門医ももちろんいます。私
は血液内科で治療を受けていて、血液検査もして
います。その血液検査の結果から心臓に負荷はか
かっているねという話は出るのですが、しかしな
がらそれでは心エコーを撮りましょうとか、BNP
を定期的に測って、それをひとつの指標にしま
しょうという提案をされたことはありません。
　定期的にその病院にかかるうえで、総合病院の
がん治療、とくに心臓に負荷がかかる治療、たと
えば分子標的薬とか、アントラサイクリン系のも
のなどを使っている患者は、そういう時に主治医
に対して、もしかしたら先生がそういう晩期合併
症に気づいていないかもしれないので、私の心臓
のスクリーニングを定期的にしてくださいという
ようなことを言った方がいいのでしょうか。それ
ともそうした専門の先生たちは、たとえば血液学
会や、臨床腫瘍学会で、循環器とのコラボをしな
ければいけないということはしっかり学んでいる
確率の方が高いので、そういうことを言う必要も
ないのでしょうか。

■ 佐瀨　とてもタイムリーな質問をありがとう
ございます。2018 年 11 月に腫瘍の専門家と循
環器の専門家が第 1 回腫瘍循環器学会の学術集
会に集まった理由がまさにそこにあります。そこ
を患者さんの方から何か恐る恐る言わなければい
けないという状況が良くないということは医療従
事者の方もみな気がついています。だからと言っ
て過剰な検査になると検査室がパンクしてしま
い、本当に検査をしなければいけない人が、検査
を受けられなくなります。そこで、海外でもガイ

ドラインが少しずつできてきたので、それを国内
でいったいどういう形で広げるかが課題として浮
き彫りになりました。
　まずは院内ではチーム医療、院外でも地域医療
連携が重要です。がん診療連携拠点病院にもでき
れば常勤、少なくとも非常勤で循環器の専門医を
配置することが必要だと思われますが、拠点病院
に広げれば終わりではありません。たとえば埼玉
県立がんセンターなどは、学会の立ち上げ時に常
勤の循環器医がゼロであると指摘されました（ス
ライド 48、20 ページ参照）。ただ、院長先生が
すごい人で、すぐに近隣で循環器が優れた上尾中
央総合病院と連携して、若い先生が定期的に通っ
て来てくれるようになっています。今までなら症
状が起きたら転院していたのを、そうではなくて
循環器の医者ががんセンターに定期的に来てがん
治療前に「ハイリスク患者」と「ハイリスク治療」
の情報を共有し、がん治療中の心血管系合併症に
対する早期診断と早期治療に対応してくれるよう
になりました。したがって、海外だけでなく日本
においても患者さんを中心とした医療現場から話
が始まるのだということを実感しています（スラ
イド 25、13 ページ参照）。
　それから、国内外ともに診療ガイドライン作成
に必要なエビデンス作りが急務とされています。
たとえば前述の画像診断やバイオマーカーです
が、本当にがん治療の完遂率や臨床的アウトカム
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が向上するか、議論が続いています。そこで、海
外ですと心エコーを 1 回撮るのも非常にお金が
かかりますが、国内では（いつまで皆保険を維持
できるかは医療経済の話もあり分かりませんが）
保険診療の範囲内で検査が可能であるため、質の
高い臨床研究の実施が可能です。とくに、アント
ラサイクリンの高用量であったり、アントラサイ
クリンと分子標的薬の併用であったり、あるいは
それと放射線治療の併用であったり、あるいはも
ともとコレステロールが高いなど、いわゆる「ハ
イリスク治療」や「ハイリスク患者」におけるエ
ビデンスに基づく診療ガイドライン作りついて、
順序だって研究を進めていこうというのが、まさ
に腫瘍循環器学会ができた理由の一つです。先ほ
どのスライド 48（20 ページ参照）の表は腫瘍
循環器学会ができる前のプレス発表で学会理事長
の先生が出されたのですが、これは誰が見ても分
かりやすいものでした。
　ご質問の循環器医へのコンサルテーションにつ
いてですが、おずおず言うというよりは、自分が

「ハイリスク治療」や「ハイリスク患者」に該当
するかどうか、ぜひ聞いてみてください。もちろ
ん症状が出たら遠慮はしないでください。
　これから各学会が連携しながら進んでいくの
で、何か気づいたことがありましたら、ぜひご協
力、お力添えをいただければと思います。

一緒にガイドラインを作成する過程で
深まった共通理解

■ 高橋　お互いの業界でそういう気づきを得る
ために研修などは始まっているのでしょうか。

■ 佐瀨　気づきを得るということでは CTCAE
の「心不全」という言葉に対して、片や「症状が
出てから」と定義をしていた人たちと、片や「エ
コーやバイオマーカーの段階で」と定義していた

人たちは、まったく言葉が違うことに気がついて
いなかったのです。「学び」と言うよりは、おそ
らく一緒に作業をしたことが彼らにとっては良
かったようです。
　先日の学会に米国のガイドライン作成の中心人
物である Ana Barac 先生が来日され、循環器の
医者ががんの学会に出かけていって、一緒にガイ
ドラインを書いている過程で、理解が非常に深
まったと言っていました。彼女によれば、正解が
あって誰かが教えてくれるわけではなく、一緒に
突き詰めていく内に共通の認識が深まったという
ことでした。ハイリスク治療についての知識はや
はり圧倒的にがんの先生たちが多く持っていて、
最新の治療について非常にたくさん教えてくれる
わけです。それに対して循環器の方は最新の心不
全ガイドライン情報を伝えています（スライド
45、19 ページ参照）。
　たとえば、今まではがんの薬をタイプ I のアン
トラサイクリンは非可逆的心毒性、タイプ II の
トラストが可逆的心毒性と簡単に整理していまし
た。しかしながら、ASCO の新しいガイドライ
ンではそれをやめています。薬の心毒性が可逆的・
非可逆的なのではなく、患者さんの心臓があると
ころまでは可逆的で、あるところからは非可逆的
になる。すなわち、薬の問題ではなく心臓の問題
だと、一緒に作業する中で気がついた話なのです。
結論としては、一緒にガイドラインを作り、ガイ
ドラインの中で分かっていることを一緒にやって
いけばいいのです。ただまだ分かっていないこと
がたくさんあって、それは一緒にこれから研究し
ていきましょうと言っていました。

増えるサバイバーに対してこれからの
重要課題と認識している

■ 高橋　関連してもうひとつお聞きします。少
なくともガイドラインでは、連携している医療者
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たちは専門医同士かもしれません。先ほどもシェ
アードケアのところで、かかりつけ医との連携を
どうするかという視点もありましたが、長期的に
診ていくとき、退院時にはなかったのに何年も
経ってから出てくる晩期合併症の場合には、フォ
ローアップも非常に大事だと思います。それに対
して国内の今の動きは、腫瘍循環器に関してはい
かがでしょうか。

■ 佐瀨　今日はサバイバーシップ・ケアの会で
すから、その話はいちばん大事なところですね。
2017 年の『Lancet』にも示されていますが、
がんの専門医が中心となる時期から、かかりつけ
医が中心となる時期へのトランジションに際し、
循環器医がどう貢献していくかというところです
ね（スライド 18、10 ページ参照）。
　中長期、あるいは晩期というところに関して、
いちばんデータがあるのは CCSS（Childhood 
Cancer Survivor Study）です。小児がんサバイ
バーの研究者は結束が固く、質の高い長期フォ
ロー研究の成果が公表されていて、どのような心
血管系の合併症が出てくるので、それなら治療前・
中・後にどういう予防・診断・治療があるかとい
うことが、早い段階で国際整合化されました。
　成人のがんでは、たぶん乳がんサバイバーを対
象とした研究がいちばん先頭を走っていると思い
ます。乳がんについては長期サバイバーの方が多
数おられて、いわゆる「ハイリスク患者」すなわ
ち診断時の年齢や診断時の心疾患既往が明らかに
予後と相関するという論文が 2017 年に『JAMA』
に出ています（スライド 15、9 ページ参照）。成
人のがんでこのように質の高い研究結果が発表さ
れるようになってきました。
　乳がんサバイバーほどのエビデンスはありませ
んが、希少がんサバイバーである僕らもこれから
長いこと生きようと思っていますので、まず頑
張って歩くところから始めて走ったり生活習慣を

改善したり、そして少しでもこの生存曲線の傾き
を下げようと挑戦しています。医学の進歩に敬意
を払い、医療を受けられることに感謝し、研究の
推進に希望を持つ、ようやくサバイバーシップ・
ケアの時代になってきたということです。
　ただこれからサバイバーはさらに増えるので
す。がんになる人は増えたけれどがんの予後は良
くなってきたので、結果的にはサバイバーはこれ
から増えます。サバイバーシップ支援部がなぜ大
事かという話はここにあるのです（スライド 16、
9 ページ参照）。
　ここはすごく大事です。みなさんと一緒にこう
して勉強させていただいているのですが、2018
年初めに高橋都先生の論文を拝読させていただく
までは、サバイバーとかサバイバーシップ・ケア
とか、質の高い研究結果について、私は何も知り
ませんでした。本当にこうした動きが大事だと
思っています。サバイバーシップ・ケア研究の中
で、腫瘍循環器学というものも、みなさんと一緒
に少しでも成長していけるものなればいいと思っ
ています。

■ 高橋　大変ありがとうございました。佐瀬先
生には、本当に最先端の内容を分かりやすく、自
分ごととして受け止められるようなかたちでお話
いただきました。みなさまどうぞ佐瀬先生に大き
な拍手をお願いいたします。＜拍手＞
　2 つお知らせをいたします。次のオープンセミ
ナーは、2019 年 1 月 16 日で統合医療のお話で
す。「統合医療は信頼できるか？～信頼できる情
報の探し方～」という刺激的なタイトルですが、
統合医療についても信頼できるデータベースがあ
ります。それがどうやって作られたか、どう使え
ばいいのかという話になります。もうひとつはそ
の 2 日後の 1 月 18 日に、がん振興研究財団が
がんサバイバーシップについて研究助成金を出し
ているのですが、その成果発表会があります。午
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前中が発表会で、午後は 2 時間丸まる「親の私
ががんになったとき～知りたい！子どもサポー
ト」というシンポジウムをやります。会場はここ
の研究棟の大会議室です。平日の昼間ですが、ご
都合がよければご参加ください。

　寒くなってきて風邪を引かれる方も増えている
と思います。みなさまどうぞご自愛ください。そ
して良いお年をお迎えください。本日もお疲れさ
までした。ありがとうございました。＜拍手＞
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参加者　73名「第15回オープンセミナー」アンケート集
計平成30年12月17日（月）実施 回答者  51名（回答率　69.9％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

とても明快な講演、サバイバーとしての気持ちをまじえながらのお話は、とても勉強になりました。質問なさった方々の悩みが、私
もよく患者さんからきいていたことだったので、根気強くもとの体力にもどせるよう支援していきたいです。ありがとうございました。

ACPについて

ハイリスク治療の事は初めて知りました。かかりつけ医に自分が受けた治療を知らせたいと思います。乳がん治療中の友人にも
知らせたいと思いました。

本日のつづきは定期的に開催をお願いしたい。

循環器だけでなく、その他連携が必要な先生のお話もぜひ伺いたいと思います。

乳がんに対してのホルモン剤治療を1年以上継続しているが、副作用的症状がたまに出現している。今後5年以上？服用を継続
する事になるので、症状の詳細や対処法についてのセミナーがあると助かります。宜しくお願い致します。

開催に関する希望（自由記述）

がんでの在宅医療の留意点。

医療関係者に聞いてほしい
Drでありサバイバー、研究者と素晴らしいお話しを聞けた事は私には貴重なお話しでした。ありがとうございました。

オーディエンスより出たクエスチョンについて、薬剤治療と結びつけた検査をより追求したい。私たち患者からの要望と、医療従事
者からの要望を聞きたい。

気になっている視点が明確になった。
ドクター目線だけでなく、患者目線の講演が聴けてよかった。講演がおもしろかった。がん治療が終了しているが、その後の心血
管疾病の予防などについても聞きたかった。今、何をしたほうがよいのか、聞きたい。

御説明がわかり易くがん治療と循環器との関係が素人ながら理解できました。

職域で、がんサバイバーの方に多く会います。また、循環器狭心症のある方もいますが、各々で見ていました。各専門の壁が、一
つ一つ低くなると更に良くなることを学べました。

がん治療と心臓病がおこり易いこと等、とても勉強になりました。ありがとうございました。講師の先生がサバイバーであるため、よ
りわかり易く、質問もわかりやすかったです。

参加者の感想（自由記述）

がんと循環器と関連があるとは思っていなかったので、大変参考になりました。
がん保険を取り扱う保険会社として、何ができるのかを考えるヒントを頂きました。簡単に答えは出ませんが、今後も学び続けたい
と思います。

Timelyな話題をいち早く紹介いただき、ありがとうございました。

質問することができた。判りやすい回答、説明をいただいた。
とてもわかりやすい内容の濃いお話をありがとうございました。研究が進み、患者さんにエビデンスのある情報が沢山提供できる
ようになることを祈ります。今日の話が、がんサバイバーの皆様に届くとよいと思いました。

50.4% 28.9%
0.7%

5.9% 16.3% 8.9% 10.4%

受付登録者135名 お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 行政関係者 メディア関係者 企業関係者 NCC関係者 その他

28.0% 72.0%
性別 男性 女性

4.0% 17.0% 25.0% 34.0% 17.0% 2.0%

1.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

74.5% 19.6%
0.0% 0.0%

5.9%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答

52.9%
23.5%

3.9%
3.9%

13.7%
9.8%

7.8%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

NCC関係者

その他

お立場（複数回答）

70.6%

5.9%

3.9%

21.6%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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