
　みなさまこんにちは。第 17 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。本日、総合司会を務めさせていただきます「国
立がん研究センターがん対策情報センターがんサ
バイバーシップ支援部」の土屋雅子でございます。
　本日は、オーストラリアからジャネット・ヴァー
ディ（Janette Vardy）先生をお招きし、オース
トラリアのがんサバイバーシップケアをメインに
お話しいただきます。英語でのご講演を逐次通訳
をしてくださいます通訳の栗原幸江さんをご紹介
いたします。栗原さんは、がん・感染症センター
都立駒込病院緩和ケア科の心理士さんで、認定
NPO 法人マギーズ東京のヒューマンサポート
チームでもご活躍されている方です。
　次にジャネット・ヴァーディ先生のご略歴です。
先生は、腫瘍内科医でいらっしゃいます。まずカ
ナダでクリニカルスタッフフェローを経てトロン
ト大学で臨床疫学の博士号を取得されました。そ
の後 2007 年にオーストラリアに戻られ、同年
シドニー大学でハリヤナ・ディロン先生とサバイ

バーシップリサーチグループ (SuRG) を設立され、
認知機能や身体活動に関する様々な研究を行って
おられます。2013 年には、コンコードキャンサー
センターにシドニーサバイバーシップセンターを
設立されました。そこで成人がんサバイバー向け
の多職種によるサバイバーシップクリニック、ま
た色々なプログラムを持つコテージ、ジムなどで
それらの効果に関する研究も行っていらっしゃい
ます。ヴァーディ先生は研究者としても大変な功
績を残されております。The American Society 
of Clinical Oncology（ASCO）をはじめ国内
外で数々の受賞歴をお持ちです。現在はシドニー
大学医学部教授でいらっしゃいます。
　それではがんサバイバーシップ支援部長の高橋
都の開会挨拶に続き、北里大学がんプロフェッ
ショナル養成プロジェクトコーディネーターの耳
鼻咽喉科・頭頸部外科学教授の山下拓先生からご
挨拶をいただき、それに引き続いてヴァーディ先
生にご登壇いただき、ご講演いただきたいと思い
ます。
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　みなさま今晩は。本日も第 17 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ど
うもありがとうございます。オープンセミナーも
17 回目になります。がんと診断された後の療養
や暮らしについて学ぶオープン参加のミーティン
グで、どなたでもご参加いただけます。
　今日は少し出足が遅いのですがお申し込みは
100 数十人からいただいています。半分ほどが
がん経験者の方々です。それに医療者、企業関係
者、メディアの方や行政の方もお申し込みをいた
だいています。
　また 4 回前の第 13 回オープンセミナーと同様
に、今日は北里大学大学院医療系研究科 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」の
プロジェクトとの共催です。
　本日はシドニー大学およびコンコード病院にご
勤 務 の ジ ャ ネ ッ ト・ ヴ ァ ー デ ィ（Janette 
Vardy）教授にお出でいただきました。実は総合
司会の土屋と私は 2 年前にコンコード病院のサ
バイバーシップクリニックに見学に行かせていた

だいたことがあります。院内の敷地内にあるので
すが、非常に居心地が良い環境で、サバイバーシッ
プコテージというものもあり、多職種の方が集ま
りサバイバーのケアをする、とても素敵な施設で
した。私どもは大変感銘を受けまして、いつか
ヴァーディ先生を東京にお呼びできないかなと
思っていました。
　幸運なことに、つい先週京都で開かれた第 17
回日本臨床腫瘍学会学術集会の「がん治療と認知
機能」のセッションに、ヴァーディ先生がオース
トラリアから来てくださいまして、このオープン
セミナーにぜひ、とお誘いをしたら、快くお引き
受けくださったという次第です。
　本日のお話は「Cancer Survivorship care in 
AUSTRALIA」ということでオーストラリアのお
話しではありますが、日本の私たちにもとても大
きな示唆をいただける内容になると思います。
　いつものように丸々 30 分間の質疑の時間があ
りますので、みなさまはご質問を考えながらお聴
きいただければと思います。今日もよろしくお願
いします。

高橋　　都
国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部長

開会の挨拶
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　みなさまこんばんは。北里大学の山下と申しま
す。今日は、国立がん研究センターで行われるが
んサバイバーシップオープンセミナーを共催させ
ていただきます。恥ずかしながら私はこのオープ
ンセミナーに初めて参加させていただき、むしろ
勉強させていただく立場です。
　少し私のことを話させていただきます。私は頭
頸部外科の外科医ですから、もちろん患者さんを
治そうと思ってやっているのですが、どちらかと
言うと患者さんの QOL は落ちてしまいます。治
療後の外来では、われわれは「このくらい治りま
す、2 年経ったらかなり良くなります」と言うの
ですが、多くの患者さんは、飲み込めないとか、
味覚がないとか、ほとんどが暮らしのこと、生活
のことを訴えます。がん治療後の腫瘍外来は、1
年目は 1 ヵ月ずつ、2 年目は 2 ヵ月ずつ、3 年
目は 3 ヵ月ずつというようにだんだんと間隔が

空いていくのですが、患者さんは日々その空いて
いくことが非常に不安だと言われます。ただそれ
ならと毎月診るようにすると外来がパンクして待
ち時間が長くなってしまいます。
　患者さんにとっては治ったところからがスター
トなのだということは日々感じています。しかし
なかなかそこまでの対応ができないのはなぜかと
いうのが私の疑問ですし、日本の現状でもあるの
かなと思います。
　今日はサバイバーシップの先進国のひとつであ
るオーストラリアのヴァーディ教授のお話をうか
がえるということで、私も聴衆として非常に楽し
みにしてまいりました。勉強させていただきたい
と思います。後ほどの質疑応答の時間もたっぷり
とってあるということですから活発なご議論をい
ただけたらと思います。本日はよろしくお願いい
たします。

山下　　拓
北里大学医学部医学科長／耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授

／新世紀医療開発センター長

ご　　　挨　　　拶
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スライド１　Overview

　こんにちは。今日はお呼びいただき本当にあり
がとうございます。この労をとっていただいた高
橋都先生と山下拓先生に感謝申しあげます。

本日の内容

　まずサバイバーシップに関する概論をお伝え
し、サバイバーシップの課題として、どれほどの
満たされていないニーズがあるかということ、そ

してシドニーサバイバーシップセンターのことに
ついてご説明させていただければと思います（ス
ライド 1）。

がんサバイバーシップとは何か

　さてがんサバイバーシップとは何でしょうか。
アメリカ国立がん研究所がんサバイバーシップ研
究部の定義では、サバイバーシップというのはが
んの診断とともに生き、そしてその治療過程を生
き抜き、またその治療以降を生きる経験というよ
うに定義されています（スライド 2）。
　定義はとても多岐にわたっています。それによ
れば診断時からサバイバーシップが始まり、それ
がずっと続いていくということです。しかし残念
ながらその期間が短い方もいらっしゃいます。た
だスクリーニングや治療の向上によって多くの人

Janette Vardy
BMed（Hons）,PhD,FRACP

Professor of Cancer Medicine,University of Sydney Medical Oncologist
Concord Cancer Centre

Concord Repatriation & General Hospital

通訳　　　栗原　幸江
がん・感染症センター都立駒込病院緩和ケア科 /

認定 NPO 法人マギーズ東京　心理療法士
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が、その生存期間を延ばし、中には何 10 年とい
う長さでそのサバイバーシップを生きている方が
多くいらっしゃいます。そこで、がんとともに生
きる人たちに特化したニーズとはどういうものか
をみなさんと見ていこうと思います。注意したい
のは、サバイバーの定義はいくつもあり、中には
1 次治療が完遂した後の無症状の再発期間を経て
からをサバイバーと定義するものもありますし、
中には何年かの再発期間を経てからという定義も
ありますが、多くの場合は診断後、5 年以上生存
ということとされています。
　本日の私の話では、広めの定義を使います。診
断時からサバイバーシップが始まるということで
考えたいと思います。ただ例外としてシドニーの
私たちのがんサバイバーシップセンターのクリ
ニックに関しては、1 次治療が終わった早い段階
からと定義しております。
　サバイバーシップの課題は、どんどん大きく
なっています。治療の向上と、人が長く生きるよ
うになったことによりサバイバーの数はどんどん
増えています。全世界では、2012 年には 5 年
生存に達したがんサバイバーは 3,260 万人いま
した。
　オーストラリアは人口が 2,600 万人というと
ても小さな国ですが、そこに 100 万人程度のが
んサバイバーがいます。それが時間の経過ととも
に数も増えてきています（スライド 3）。
　それではなぜがんサバイバーシップは大事なの

でしょうか（スライド 4）。これまでは急性期の
治療にフォーカスが当てられていました。した
がって患者さんのフォローアップは、再発の早期
発見をすることがメインでした。そこでサバイ
バーになることがどういうことなのかが、患者さ
ん側にもあまり理解されていませんでした。この
10 年ほどで、サバイバーの生存期間の延長も大
事ではあるが、その質も重要であると認識される
ようになってきました。
　がんサバイバーたちはもちろんのこと、家族も
友人も同僚も主治医も、その治療が終わったら、
もうノーマルな状態に戻るだろうという思い込み
があります。しかしサバイバーたちはいつも、そ
のようには行かない、治療が終わってからの生活
の方がずっと大変だとよく言われます（スライド
5）。
　スライド 6 に 2 人のサバイバーの方の言葉を
あげています。お 1 人は、放射線治療の場合は
毎日病院に行くので、行っている間はとても安心
できていた。それが突然、その治療が終わり、そ

スライド２　Cancer Survivorship

スライド３　Survivorship figures

スライド４　Why are survivorship issues important?
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も積極的治療が終わった後のケアコーディネー
ションは貧弱です。時として医療者が患者の苦痛
をしばしば過小評価をしているという現実もあり
ます。
　それではなぜそれが問題なのでしょうか。がん
サバイバーたちには一般の方と較べ、次のような
問題があります。たとえば一般の方々よりも全般
的に身体の調子が悪いです。一般の方々と較べて
心血管系の疾患が多かったり、糖尿病を抱えてい
たり、メタボリックシンドロームの率が高かった
りとか、骨粗鬆症になっている方が多かったりす
ることもあります（スライド 8）。
　がんのリスクの増加もあります。元のがんの再
発もありますし、2 次がんの可能性もあります。
同じタイプかもしれないし、自分の治療によって
新たながんを発症することもありえます。そもそ
も遺伝の影響があり、もともとがんに罹りやす
かったのかもしれません。治療の長さとか、どの
ような薬を使い、どのような治療がなされてきた
かによって長期的副作用に影響があります。中に

スライド５　cancer treatment…

スライド８　Medical Issues in Survivorship ①

スライド７　 “Lost in Transition”US Institute of 
Medicine report

スライド６　Quotes

れでは 3 ヵ月後のフォローアップですと言われ、
そこから初めて、この先はどうなるのだろうとい
う不安がわいてくると言っています。
　もう 1 人は、治療中は本当に良い患者で、非
常によく闘ってきたのですが、それが治療が終っ
てから急にドーンと精神的なプレッシャーがおし
かかってきたと言われています。

患者・家族の満たされないニーズ

　スライド 7 は全米アカデミーのアメリカ医学
研究所と全米研究評議会のレポートで『がん患者
からがんサバイバーへ―移行の途上で路頭に迷
う』（From cancer pat ient  to cancer 
survivor： Lost in transition』という書籍です。
2005 年に出版されました。ここでは、治療後は、
とくに注意を向ける必要がある独特の際だった時
期であること、多くのサバイバーやその家族が抱
えているニーズが満たされていないということが
指摘されています。とりわけ心理社会的なニーズ
やサポートのニーズは満たされていません。中で
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は不妊であるとか、心臓や肺や甲状腺などの機能
不全、骨粗鬆症や手足がビリビリするといった末
梢神経障害なども、日常生活では非常に問題を起
こすことがあります（スライド 9）。
　スライド 10 はオーストラリアの研究所の調査
結果です。がんサバイバーの問題は非常に広範囲
に及ぶということを示しています。たとえばとく
に倦怠感、記憶の問題、再発不安や、将来につい
ても先行きが見えないことなどです。また日本と
同じようにオーストラリアも国民皆保険なのです
が、それでも医療費はかかります。時には職場に
戻ることが難しくなることもあります。家族の中

の力関係が変わってしまうかもわかりません。そ
うした問題もあります。中には非常にポジティブ
な変化を経験したというサバイバーの声もありま
す。たとえば自分の人生の価値観や、何がゴール
で何が大事かということが、がん治療を経験する
ことで変ったというようなことです。
　したがって多くのサバイバーたちは、がんサバ
イバーという時間の経過とともにこうした問題を
乗り越えています。しかし満たされていない、対
処がされていない問題を抱えている人もいます。
治療後の 2、3 年経った後でもまだ満たされてい
ないニーズが少なくとも 1 つはあると言う人が、
54％と過半数いるという調査があります。また
別の調査では、満たされていないニーズが 5 つ
以上あるという人たちが 3 割いるという調査も
あります。こうした満たされないニーズは、身体
の問題と言うよりは、心理社会的側面で、とくに
再発不安が大きいと言われています（スライド
11）。

サバイバーシッププログラム
―サバイバーシップケアプラン

　サバイバーシッププログラムの様々な内容の概
要をお伝えします（スライド 12）。
　『移行の途上で路頭に迷う』というレポートの
中で述べられていることですが、良いサバイバー
シップケアを提供する 4 つの大事な要素があり
ます。まずひとつめは、がんの再発、あるいは新

スライド９　Medical Issues in Survivorship ②

スライド 11　Survivorship: unmet needs
スライド 12　

スライド 10　Issues in Survivorship
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規のがんの発生を防ぐことです。それから後遺症
の発生を防ぎ、再発や新規がんの発症をサーベイ
ランスすること、長期的な後遺症についてもそれ
を探索することです。3 つめは、こうした問題に
対する介入です。4 つめはコーデネーションです。
プライマリケアのチームとがん治療を担当する
チームのケアの調整です（スライド 13）。
　ここで 4 つのケアのモデルをお示しします。1
つめはシェアドケアモデルというものです。プラ
イマリケアの提供者とがんの専門家との間でコラ
ボすることです。2 つめはナースによって運営さ
れているクリニック。そして今日、私が中心的に
お伝えしたいと思っているのは、3 つめの専門的
なサバイバーシップクリニックです。ここは 1 ヵ
所で多職種のサポートが受けられる場所です。4
つめはとくに英国に多いのですがセルフマネージ
のモデルです。その人に合ったサバイバーケアの
ツールキットが渡されて、自分で対応をしていく
というものです（スライド 14）。
　先ほどの『移行の途上で路頭に迷う』という書
籍の中で推奨されているサバイバーシップケアプ
ランというものがあります。そのケアプランは一
人ひとりに合わせたテーラーメイドのもので、た
とえばその人のがんの部位や診断後にどのような

スライド 13　 Essential components of survivorship care

スライド 14　Models of Care

スライド 15　Survivorship care plans (SCPs)

スライド 16　Survivorship Care Plan ①
治療を受けたかというサマ
リー、誰があなたをフォ
ローアップするのか、今抱
えている課題がたとえば医
療なのか、心理社会的側面
の課題なのか、誰がサポー
トするのか、そして将来的
課題がどういうものなの
か、またそうした課題に対
してどのようなマネージメ
ントをするのかということ
について簡潔にまとめられ
ています（スライド 15）。
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　スライド 16 にあるのは、サバイバーシップケ
アプランの見本ですが、これは乳がんのサバイ
バーシップケアプランのものです。
　このサバイバーシップケアプランがどれほど有
効なのかという研究もいくつか出ています。こう
いうものを受け取ることがとても良いことだ、満
足しているという研究結果もあります。ところが
その研究の中には、それが実際に有効活用されて
いるのか、それが実際の行動変容などに影響を与

ランを立てることについての金銭的報酬がつかな
いという問題があります。しかもケアプランとい
うのは刻々と変っていくものなので、1 回作れば
OK というものでもありません（スライド 18）。

SCC- サバイバーシップクリニック

　スライド 19 はシドニーサバイバーシップセン
ターです。私が勤めているところなのですが、6
年前、2013 年 9 月にオープンしました。私た
ちはよりホリスティックなケアをサバイバーたち
に提供するためにこれをオープンさせました。こ
のセンターには 4 つのメインのコンポーネント・
要素があります。今日お伝えするのは、その 1
つめのサバイバーシップクリニックの活動につい
てです。2 つめに、クリニックの他に写真にある
ようなコテージと言われる場所もあります。マ
ギーズセンターほどのものではありませんが、そ
れでもとても家庭的な暖かさがあり、ここで様々
なコースをサバイバーやその家族を対象に提供し
ています。そのサービスはすべて無料です。より
健康的なライフスタイルを応援することに焦点を
絞っています。3 つめは、がん患者さんのみを対
象としたサバイバーシップジムです。4 つめの柱
はリサーチです。これまでのすべてのサービスに

スライド 17　Survivorship Care Plans ②

スライド 18　Survivorship Care Plans ③

スライド 19　The Sydney Survivorship Centre (SCC) at Concord Cancer Centre

えているかどうかといっ
た、結果がどうなのかとい
うことについて疑問を呈す
る研究もあります（スライ
ド 17）。
　このケアプランを立てる
には非常に時間がかかりま
すので、医師や看護師の時
間が切迫してしまうという
問題があります。しかも
オーストラリアでは、これ
は保険適用外なのでケアプ
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おいて必ずこのリサーチが行われています。
　それではサバイバーシップクリニックについて
お伝えします。早期のがん患者サバイバーを対象
にしたクリニックとしては唯一無二のものです。
放射線療法、あるいは化学療法を終えた方が来ら
れます。様々ながん種がありますが、多くは乳が
ん患者、大腸がん患者さんたち、それにリンパ腫
など血液疾患の方たちで、再発のきざしがない方
です（スライド 20）。
　このセンターがユニークなのは、多職種連携で
成り立っているというところです。サバイバーは
ここで午後中ずっと過ごすことができます。ここ
では 5 職種の、それぞれ違った専門分野の専門
職に会えます。腫瘍内科医、血液内科医のどちら
かには必ず会い、がん専門看護師、エクササイズ
を処方する運動生理の専門職、栄養士、心理士で
す。これだけ会うので、忙しくて午後中ずっとい
ることになります（スライド 21）。
　実際にクリニックにいらっしゃる前に一連の質

問票をお送りしています。それに記載したものを
持って初回の来所となります。その質問票に答え
られたものも含めて治療プランを立て、サバイ
バーシップケアプランを立てていきます。医療と
心理社会的な側面のアセスメントをします。午後
の大半は教育的な側面で、より健康的なライフス
タイルのためにできることを学ぶ時間です。家に
持って帰る情報もここで得ます。たとえばその中
で、その人にとって必要なサービス、あるいはニー
ズが出てくると、ソーシャルワーカーに紹介する
とか、内分泌専門家に紹介するといった連携を
取っています（スライド 22）。
　だいたいいらっしゃる方の 6 割が、この 1 回
の来所で問題解決をしています。それ以降はもと
もとのがんの主治医である腫瘍内科医などのとこ
ろに戻っていくことになります。4 割の方はこの
クリニックでお引き受けして 5 年にわたりプラ
イマリケアを提供する施設として、サバイバーの
方たちをフォローアップしていきます。再来する
人たちは、初回はこの 5 人の職種の方に会うの

スライド 20　Sydney Survivorship Clinic

スライド21　Sydney Survivorship Clinic Model: 1st visit

スライド 22　Sydney Survivorship Clinic

スライド 23　Sydney Survivorship Centre - Clinic
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ですが、それ以降は腫瘍内科医、あるいはがん専
門看護師に会うというアポイントメントをとって
いきます。それでも必要に応じて多職種の方が関
わってきます（スライド 23）。

初回データから見たサバイバーのニーズ

　このクリニックにやってきて 5 人の専門職全
員に出会う初回のデータを使い、サバイバーの
ニーズについてお伝えします（スライド 24）。
　オープンしてから 4 年半の内にいらっしゃっ
た方々からのデータです。そのクリニックに来た
時に患者さんに毎回、直接書いてもらう「患者報
告アウトカム（PROs）」という方式をとってい
ます。その他に様々な臨床データを交えています

（スライド 25）。
　この間、410 名の来訪者があり、その内、分
析対象は 385 名です（スライド 26）。
　385 名の年齢ですが 18 ～ 86 歳で、ちょうど
真ん中の年齢が 57 歳です。69％が女性です。
女性が優位なのは 43％が乳がんサバイバーだか
らです。3 分の 1 が大腸がん、5 分の 1 がリン
パ腫のサバイバーです。治療からの経過時間の中
央値は 12 ヵ月です（スライド 27）。
　この 385 人のデータから、多くの方が肥満を
抱えているということが分
かりました。このクリニッ
クにくる方たちの 64％が
やや体重が増え、肥満に
なっています。いずれにし
ても体重が超過している傾
向にあります。BMI 指数
が 28.3 です。この肥満と
いう点では、日本ではそこ
までの問題はないと思いま
す。心配なのは、やはり
BMI が高いと再発リスク

スライド 25　Methods

スライド26　Initial visit to SSC multi-disciplinary clinic

スライド 24　 Health status of survivors of SSC: 
Initial visit 

スライド 27　Results: Patient characteristics
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も高くなるということです
（スライド 28）。
　QOL も見てみます。ス
ライド 29 は、50 のとこ
ろで線が引かれています
が、これがオーストラリア
の一般人の平均です。全般
的 に サ バ イ バ ー た ち の
QOL は、わりに良い感じ
です。50 に近いところも
ありますが、2 つだけ低め
になっているところがあり
ます。その内、左が身体面、
右が情緒面で、この 2 つ
が低くなっています。
　気持ちのつらさに関して
は、「つらさの寒暖計」と
いうものを使っています。

「まったくだいじょうぶ」
という 0 から「沸騰しそ
うな感じ」の 10 までで見
ているものです。だいたい
平均して 3.5 です。ただ、
中には 10 を付けてくる人
たちもいます。重要なのは
4 以上を付けている人が
45％もいるということで
す。これまでの研究結果か
ら 4 以上というのは、少
しフォローが必要な程度だ
とみなされています（スラ
イド 30）。
　いらっしゃる方たちは、
医師によるアセスメント、
とくに再発不安についての
アセスメントを受けます。
その内、62％が明らかに

スライド 30　Distress Thermometer n=335

スライド 28　Results: Body Composition

スライド 29　FACT-G QOL: T-scores vs General Population
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再発不安を抱えているということです。その程度
がどのくらいシビアなものかも見ていますが、
77 人の内、だいたい半分が中程度から非常に深
刻な再発不安を抱えていると出ています。クリ
ニックの心理士からは、その内の 41％は、その
後も心理的なサポートが必要だと言われていま
す。ただ実際にフォローアップを受けている人た

スライド 32　Symptoms rated at least moderate severity (4+/10)

スライド 31　Fear of Cancer Recurrence

ちは 9％でした（スライド
31）。
　とくに困っている症状を
あげたものがスライド 32
です。4 以上の中程度から
シビアの症状を掲げていま
す。5 番目の棒がすべての
人たちを対象にしたもので
す。倦怠感や不眠、痛み、
不安といったものが挙げら
れています。とくに気にな
るのは、36％の人たちが
5 つ以上の症状を抱えてい
るということです。クリ

ニックに来る方たちの治療後の期間の中央値が
12 ヵ月で、少なくとも半数以上の方は 12 ヵ月
を経過しているにもかかわらず 36％の人たちが
5 つ以上の症状を抱えているということは、非常
に注目すべきことだと思います。
　その内 31％の人たちのみが、ガイドラインに
則った有酸素運動をしています。負荷をかけたエ
クササイズをしている人たちは 14％しかいませ
ん。有酸素運動と負荷をかけたエクササイズの両
方をやっている人たちは 3％しかいません。
　エクササイズの重要性は研究によってどんどん
明らかにされてきていますし、エクササイズのも
たらす利益は、がんの再発率を下げるという意味
でも研究結果から推奨されるものとなっています

（スライド 33）。
　クリニックを訪れての満足度調査もしていま

スライド 33　No. (%) meeting exercise guidelines

スライド34　Satisfaction with initial SSC Clinic (n=307)

18 Ⅰ　オープンセミナー・第 17 回

第17回OS.indd   18第17回OS.indd   18 2020/03/06   16:582020/03/06   16:58



す。「行って良かったか」という設問に「そう思う」
と「本当にそう思う」と合わせると 98％の人が
そう回答しています。そして 98％の人が他のサ
バイバーにもそのことを伝えたいと言っていま
す。22％の人たちはもっと早い時期に同じよう
なクリニックに行けたら良かったと答えていま
す。何が良かったのか、その長所はどこかという
ことを聞くと、1 ヵ所で多職種のサポートが受け
られるということを挙げておられました（スライ
ド 34）。

長期的なフォローアップについて

スライド 35　 Longitudinal follow up of medical 
oncology survivors attending the Sydney 
Survivorship Centre Clinic

スライド 36　 Longitudinal Follow Up of Medical Oncology Survivors attending 
SSC Clinic

　長期的なフォローアップ
の経過についてまとめたも
のをお伝えします（スライ
ド 35）。
　4 年半追っている人たち
の中で、初めてクリニック
に来た時ともっとも最近、
訪れた時を較べています。
年齢の中央値は 65 歳で
す。幅は 38 ～ 88 歳です。
フォローの期間の中央値が
下から 2 番目にあるよう
に 1.2 年です。大勢の人
たちの真ん中あたりの人が
1.2 年ですが、もっとも長
いフォローを受けている人
たちは 4.8 年でほぼ 5 年
に近いフォローアップを受
けています。円グラフにあ
るようにもっとも長くフォ
ローアップを受けている人
たちの中で多いのが大腸が
んのサバイバーです（スラ
イド 36）。

スライド 37　Follow up QOL (FACT-G)

　スライド 37 では、初回ともっとも最近の受診
時の QOL を比較しています。先ほど出したスラ
イド 29（17 ページ参照）と似ていることにお
気づきでしょうか。少しだけ向上しているという
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スライド 38　Follow up: Distress Thermometer

スライド 39　 Follow Up: Symptoms ? moderate to 
severe

スライド 40　Follow Up: Exercise

ことが言えるかもしれません。50 のラインに近
づいていると言えます。
　「つらさの寒暖計」でとったデータでは、4 以
上の「中程度から深刻」という人たちの割合は減っ
ています。もっとも最近の訪問では最初の 38％
から 29％になっていることに注目したいと思い
ます（スライド 38）。
　とくに「中程度から深刻」な症状ですが、スラ
イド 39 の表の左が最初に来た時、右が最近のも
のです。この差を見ていただきたいと思います。
良くなっているのは、「手足のしびれ」などですが、
いちばん下にある「5 つ以上の中程度から深刻」
な症状を抱えている人たちは、32％から 17％と
減っていることをお伝えしたいと思います。
　スライド 40 の 2 つ並んでいる棒グラフは、左
が初回来訪時、右が最近のものですが、とくに私

たちがみて良かったと思っ
ていることは、エクササイ
ズがもっとも最近の来訪で
増えているということで
す。もちろん伸びしろは
もっとあります。左の 3
つが有酸素運動、右の 3
つが負荷をかけた抵抗運動
です。
　これまでのデータから分
かったことは、「再発の不
安」や「倦怠感」「気持ち
のつらさ」「肥満」そして
どうしても運動をしないで

座りがちなライフスタイルが、がんサバイバーた
ちに共通してよく見られることで、それががんの
診断を受けた時からずっと続いています。私たち
のクリニックでは、こうした課題を認識し、より
有効な介入方法を考えています（スライド 41）。

スライド 41　Conclusion
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コテージで提供されるコース・サバイバー
シップジム

　スライド 42 は、コテージで行われているコー

スライド 43　Survivorship Gym

スライド 42　Sydney Survivorship Courses

スライド 44　Lifestyle Intervention

スの写真です。たとえばアートセラピーや音楽療
法、マインドフルネス、太極拳、やさしいヨガ、
ピラティスといったものを提供しています。
　サバイバーシップジムで専属の運動指導の専門

職や運動生理の専門家が個
別のプランを立てます。み
なさんは、個人向けのテー
ラーメイドのエクササイズ
の プ ロ グ ラ ム を も ら い、
コースに参加されます（ス
ライド 43）。
　それまでまったくジムに
行ったことがないという人
たちが多いのですが、ここ
では身体にぴったりしたボ
ディースーツのようなもの
はいらない場所だとジョー
クを言っています。
　ライフスタイル介入とし
ては 2 時間を 8 週間とい
うプログラムをやってい
て、栄養士と運動生理の専
門家が一緒にファシリテー
ションをしています。また
サバイバーに特化せずに家
族もそこに参加することが
できます（スライド 44）。

まとめ―健康的な食とエ
クササイズを

　サバイバーが増えたことによって、がんという
ものが慢性疾患であるという認識がだんだん広
がっています。そこで私たちの考え方も、より慢
性疾患の治療ということを頭に置いていく必要が
あります（スライド 45）。
　スライド 46 が私からのお持ち帰りいただきた
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いメッセージです。何が大事かと言いますと、と
ても健康的な食とエクササイズが大事だというこ
とです。
　この研究をともにするリサーチのメンバーとこ
の研究に予算をつけてくれているスライド 47 に
あるような施設・機関に感謝をしたいと思います。
ありがとうございました。

スライド 45　Conclusion

スライド 46　Healthy Lifestyle

スライド 47　Survivorship Research Group (SuRG)
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■ 土屋　色々なご質
問があると思います。
フロアからのご質問を
受けたいと思います。
トップバッターは非常
に緊張すると思います
が挙手をお願いしま
す。

クリニックの初回面談とコテージへの流れ

■ 参加者 A　とても興味深いお話をありがとう
ございます。マギーズ東京で看護師をしています。
5 人の専門家と会い、ロングタイムで効果があ
がっているということですが、運動と栄養につい
て 5 人の専門家の方は具体的にどのように関わっ
ているのでしょうか。
　それからクリニックに行かれる方とコテージで
やられる方がいますが、そこは自由にクリニック
からコテージに行くというような利用の仕方がで
きるのかお聞きしたいのですが。

■ Janette Vardy　クリニックに来る人たち
は、みなさん紹介ベースです。臨床腫瘍医や外科
医などがんの専門職からの紹介でやってきます。
私はオンコロジストなので、症状を診ます。「患

者報告（PROs）」から
の気になる症状を見
て、実際に診察をしま
す。そして彼らの治療
プランを一緒にたてて
いきます。コテージに
関しては紹介はいりま
せん。たとえばがん専
門看護師の場合は、とくにセクシュアリティの部
分を見ることが多いです。もちろんがん種によっ
ても違うのですが、たとえば大腸がんの場合は、
排便のコントロールなどが難しくなったりするの
で、そういうところにフォーカスを当てたり、あ
るいは乳がんサバイバーであれば可動域の部分や
リンパ浮腫といったところを見るようにしていま
す。心理士がフォーカスを当てているところは、
再発不安のところが大きいです。栄養士が注目し
ているのは 3 日間の食事の日記を付け、食べて
いるものを見ることと、可能であれば体重の減量
にフォーカスしています。運動生理学の専門家た
ちは、来る人たちがガイドラインに則ったエクサ
サイズをしているかどうか、そしてほとんどの人
が初回の来訪時にはガイドラインに沿っていない
ので、その人に合ったエクササイズを提供するこ
とを考えています。

質疑応答
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■ 参加者 A　ありがとうございます。そうする
とこの運動を支えるのがコテージやジムだったり
するのですね。

■ Janette Vardy　サバイバーシップジムがあ
りますので、そこに紹介をしていきます。そこで
やることだけではなく、自主的にコテージに行き、
そこのプログラムでヨガやピラティスのエクササ
イズのプログラムをやるようになっています。

■ 参加者 A　ありがとうございます。

■ 土屋　他にご質問がある方はいらっしゃいま
すか。

クリニック・コテージの利用者数

■ 参加者 B　本日は貴重なご講演をありがとう
ございます。私は医者です。このクリニックとコ
テージはどのくらいの人が利用しているのか、1
日の利用者数をお聞きしたいです。

■ Janette Vardy　新規の来訪者である新しい
サバイバーたちが、だいたい 1 週間で 5、6 名出
ています。この 5 年間で新規にいらっしゃる方
は 600 名になっています。3 ヵ月ごとの定期的
フォローアップをこの内の 300 人の方に提供し
ています。
　ジムの方は 1 週間に 100 ～ 150 名を受けて
います。コテージでも同じ 100 ～ 150 名を受け
ています。

■ 参加者 B　どうもありがとうございました。

夫婦間や家族へのサポート

■ 参加者 C　本日はありがとうございました。

勉強になりました。北里大学病院の乳腺・甲状腺
科の医師です。臨床をやっていてサバイバーシッ
プやアドバンス・ケア・プランニングに関わると、
夫婦の関係や家族のサポートというもので非常に
大きく変わってくると思うのですが、夫婦間が悪
いとなかなかうまくいかない。そういう意味合い
で家族のケア、極端に言えば夫婦間を取り持つと
いったようなことはどうされていらっしゃいます
か。

■ Janette Vardy　サバイバーである患者さん
に来てもらうというのはありますが、もちろんご
家族もとても大事なので、夫婦でいらっしゃい、
あるいは家族と一緒にいらっしゃいと言うことも
あります。たとえばコテージでの 8 週間のプロ
グラムというのは、サバイバーの方たちだけでは
なく、家族も一緒に参加してくださいというよう
に言っています。したがってそうした 8 週間の
コースに一緒に出ていただくことや、その他の
様々なコテージのコースにご家族もぜひ参加して
くださいということをお伝えしています。

■ 参加者 C　そうしますとその 8 週間の間に家
族の関係性が大きく変わるとか、仲が良くなると
か、そういうものに関するデータや、そういう経
験はございますか。

■ Janette Vardy　実際のデータとしてはない
のですが、カップルやご夫婦が一緒に参加される
ことによって、エクササイズも、食事で気をつけ
ることも、継続力がつくと言いましょうか、より
健康的なライフスタイルを維持していく中で、
カップルで参加されることはとても意義があると
思っています。

■ 参加者 C　ありがとうございました。
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■ 土屋　ありがとうございます。他にご質問が
ある方はいらっしゃいますか。

小児がんの運動と栄養プログラムへの
ヒント

■ 参加者 D　帝京科学大学の看護教員をしてい
て、現在、聖路加国際大学の博士課程で勉強をし
ています。家族が小児がんということで、小児が
んと AYA 世代の運動と栄養プログラムを作成し
ています。私自身もプログラムを作成している段
階で、レイトエフェクト（Late Effect：遅発効果 )
の合併症に注目しまして、それを予防するための
運動と栄養のメニューを、現在、専門家と一緒に
作っています。このレイトエフェクトにはこの運
動が良いとか、食事のメニューは、こういうもの
が良いとか、色々な文献を調べて作ってはいるの
ですが、今回は有酸素運動とレジスタンス運動が
効果があるというお話でしたが、どのようにプロ
グラムをしているのかお聞きします。自分が行い
たいものを選択しているのか、あるいはこのがん
種なのでこの運動をした方が良いとか、このレイ
トエフェクトがあるので、この運動、あるいはこ
の食事をした方が良いといったことなどがありま
すか。なにかそういうことについてのアドバイス、
あるいはプログラム作成上のことでご意見があり
ましたら、参考にさせていただきたいと思ってい
るのですが。

■ Janette Vardy　プログラムは個人のニーズ
に合ったものを個別にテーラーメイドで作ってい
ます。したがって、その人たちのベースラインの
アクティビティがどのくらいなのかということ、
その他に合併症としてどのようなことを持ってい
るかということ、どの程度の強さの治療をしてき
たのかということやどのようながんであるのか、
どのくらいの治療期間であるのかということなど
も含めて、それらを入れて考えています。それか
らその人がどのようなことに関心があるのか、個
別対応、個別テーラーメイドなので、その人の関
心ということも含めて考えています。
　どのタイプのエクササイズが、どのような効果
のためにいちばん良いかといったデータはありま
せんが、いままでの経験からすると有酸素運動が、
継続的な力をつけていくということではもっとも
効果があると、経験知からそう感じています。
　それでもたとえば男性の前立腺がんの場合、ホ
ルモン治療中の場合は、とくに負荷をかけた運動
が大事になってくるので、その場合は、有酸素運
動だけではなく、必ず負荷をかけた抵抗運動を入
れることを考えています。
　他の国、たとえばアメリカなどでもそう変わり
はないのですが、オーストラリアでは、いちおう
サバイバーであろうとなかろうと 1 週間に 150
分の有酸素運動がお奨めですと言っています。そ
れから 2 あるいは 3 ユニットの負荷をかけたエ
クササイズを国として奨励しています。
　とくに小児がんのサバイバーたちは、本当に長
期にわたり後遺症や副作用を抱えながら生きてい
くことになりますから、そのあたりを考えていく
のは非常に大事だと思います。

再発不安を抱えるサバイバーの
フォローアップ率について
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■ 参加者 E　私はサバイバーとして今日は参加
しています。感想と質問がひとつずつあります。
私は 15 年前に大腸がんを患いまして、手術と化
学治療を受けました。今日のお話を聴いていて、
当時、再発不安は非常にありましたし、こういう
プログラムが受けられる環境がこれからの日本で
増えていくと良いと思いました。気持ちだけでは
なかなか克服できないところがあるので、専門家
のサポートが受けられる環境があると良いと思い
ました。
　質問は、スライド 31（18 ページ参照）の数
字の開きについでです。4 割近い方が精神的・心
理的フォローアップが必要だと推奨されたのに対
し、実際にやられたのは 9％ということで、これ
はけっこう大きな開きだと感じました。この背景
に何があるのかということと、もうひとつどのよ
うなフォローアップが提供されているのかという
ことをお教えいただければと思います。

■ Janette Vardy　その時点でフォローアップ
を受けたのが 9％だったということです。

■ 参加者 E　そうしますと残りの方はその後受
けたのでしょうか。

■ Janette Vardy　62％が再発不安を抱えてい
て、その内 41％について、アセスメントをした
心理士が、継続的にサポートをした方が良いと言
い、中には「分かりました」と言って、そのアセ
スメントをする心理士がフォローする場合もあり
ますし、民間の保険を持っている人たちは、その
保険で行ける心理士のフォローアップを受けると
いう人もいます。「今はいいです。」と言って、そ
こでいったんは断ったけれど、次回のクリニック
の来訪時に「やはりフォローを受けたいです。」
と言う方もいらっしゃいます。受けた方が多いか、
拒否する人が多いか、そのへんはどちらが多いか

という話ですが、初日に 5 人の専門家に会い、
どの人のミーティングがいちばん役に立ったのか
を聞くと、多くはエクササイズや食事が役に立っ
たということで、心理士との面接はあまり印象に
残らないというところはあります。ただ実際にそ
の時は「今はいいです。」と言っても、後になっ
て「やはり受ける。」という方もいるということ
です。

■ 参加者 E　ありがとうございました。

■ 土屋　ありがとうございました。あと 1 人と
いうことでお願いします。

財政的裏付けは課題

■ 参加者 F　とてもすばらしいのですが、やは
りお金が続かなくてはサポートができないので、
ファンディングのところで、保険の適用はどう
なっているのか。あるいはチャリティなどの寄付
によって成り立っているのかということです。こ
ういうような国立がん研究センターに来たとして
も、会社に届けたいと思っても、実際にはお金の
問題はあり、そこは今後も重要だと思いますので、
もしよろしければそこをお教えいただきたいと思
います。
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■ Janette Vardy　本当にファンディングは、
私たちにとってももっとも大きな問題ですから、
ご指摘いただいてありがとうございます。5 人の
専門職の給料に当たる人件費は病院から支払われ
ています。ただコテージでのプログラムは、利用
者は無料で利用できますが、そのプログラムを作
成するインストラクターの賃金まではカバーでき
ないので、そこは寄付を募ったりしています。実
際のデータはないのですが、長期的にみると、こ
のプログラムに参加することにより、たとえば心
疾患が減ったとか、肥満が改善できたということ
で、長期的には医療費削減にもなっていきますか
ら、長い目で見るとそういうことによる費用的な
効果は出るかもしれませんが、今の段階ではデー
タはなく、どういうように寄付を募るか、ファン
ディングを得ていくかは、引き続き課題になって
います。

ワンストップ型のサポートは増えるか

■ 土屋　ありがとうございました。時間も押し
ているのですが、高橋の方から質問があるという
ことで、会場のみなさんよろしいですか。

■ 高橋　すみません。
総合司会から「質問す
るの？」というような
目線を受けたのですが

（笑）、1 つだけお聞き
します。コンコードホ
スピタルの場合は、病
院併設でサバイバー
シップクリニックがありますが、そういうタイプ
のサバイバーシップクリニックは、ファンディン

グがうまくいけば、これからオーストラリアでは、
増えていくのでしょうか。あるいはコミュニティ
の中で、NPO などの団体がこういう活動を担っ
ていくのでしょうか。もちろん選択肢は色々ある
と思いますが、オーストラリアでの現在の流れを
教えていただければと思います。

■ Janette Vardy　オーストラリアでもまさに
今、そのことでディベートがあります。最初にお
伝えした 4 つのケアモデルがありますが、その
中で私たちのワンストップで専門職に会えるとい
うのは、ある意味で「ロールスロイス的ケア」で
すから、お金があるからこそできることだという
ように言われています。もっともお金がかからず
にすむものとしては、たとえばもともとのプライ
マリケア医がその役割を担うとか、ナースがその
中心になってそのプログラムを運営するというこ
とがあるかもしれません。
　もちろんそれもいいのですが、やはり私たちの
プログラムと違うのは、彼らは 1 職種であると
いうことです。やはり多職種でそれぞれの専門職
が持ち寄る力というものがあり、それが私たちの
プログラムをユニークなものにしているのだと思
います。私が勤務している病院は公立病院なので、
来る患者さんたちの医療費はかからないというこ
ともあると思います。

■ 土屋　ありがとうございました。お時間が押
してしまいました。まだまだ具体的にどういうも
のかというご質問も多いと思いますが、お時間に
なりましたので第 17 回がんサバイバーシップ
オープンセミナーはこれで終了させていただきま
す。Vardy 先生と通訳をされた栗原さんに拍手
をお願いします。＜拍手＞
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「「第第1177回回オオーーププンンセセミミナナーー」」アアンンケケーートト集集計計                                                            参加者　103名
令令和和元元年年77月月2222日日（（月月））実実施施                                                                                                  回答者    51名（回答率　49.5％）

受受付付登登録録者者114455名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

折角来て頂いたDrの貴重なお話しなのに、もっと多くの方に聴いていただいたらと思います。6時スタートは仕事をしている
人には早いのかな。私としては助かりますがDrのお話、英語もわかりやすく、講演の内容も理解し易いものでした。
家族と一緒に参加できる、又、多職種で1人をケアしていくサポートとしていける環境があるのはすばらしいと思う。
日本外のサバイバーフォローについて学ぶことができました。又、通訳の方の説明がとてもわかりやすかったです。ありがと
うございました。
食事とエクササイズが大切、のイメージはありましたが、日本ではあまりエクササイズに力を入れていない気がします。体を
動かして、心もすっきりできる場があるのはすばらしいと思いました。
がん治療後の訴えは多いので、サポートは必要だと思います。日本でもサポートがあるといいと思います。コンコードの取り
組みを具体的に聞けて食事や運動など生活の大切さなら、伝えられると思うのでできるところからやっていきます。
サバイバーの定義が色々あるとは知らなかった。
SSCがチームで本人をケアしているのが分かりました。利用者の負担はどうなっているのか、職場復帰へのサポート、企業
の対応はどうか、質問したかったです。
先生がお話ししてくださったように治療が落ち着いた途端、つき放される感じが本当にあったので、サバイバーシップクリ
ニックというものがあれば相談できたり、それによって自立できたりして救われる人も多いような気がします。
clinicは集学的で非常に良い。基本となるお金の問題はどこの国でも難しい問題であることがよくわかった。
最後の質疑応答でVardy先生の取り組みの意義についての理解が深まりました。ありがとうございました。
治療後早期からのケアという点において、とても必然性を感じました。日本でファンドレイジングは難しそうですが、継続可
能なシステムができたら良いと思います。サバイバーの社会復帰の促進にもつながりそうですので、経済的な効果もあるよ
うに思いました。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

医療従事者ではないので、日本語でも専門用語は難しいが、英語での用語を学ぶという意味でも勉強できました。（例え
ば、colorectal,symptomsなど）
今までオープンセミナーを知りませんでした。申し込みから受講までとても分かりやすくスムーズで素晴らしい運営をありが
とうございます。また参加したいです。
受講対象が幅ひろく、多くの知恵を得られ、発展性が高いと思う。申し込み方法がより簡便になると、NCC患者でも多くの方
が参加できるようになると思う。
海外のリンパ浮腫のケアについて知りたい。
三大医療だけでは、なく、様々な治療法を知りたいです。患者の選択肢を増やせればと思っています。
ななどど

33.7% 30.3%
1.7% 1.1%

9.7% 10.9% 12.6%

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

27.0% 73.0%
性性別別 男性 女性

2.0%
16.0% 20.0% 41.0% 21.0%

0.0%年年齢齢 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%
オオーーププンンセセミミナナーーのの感感想想 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

51.0%
41.2%

0.0%
0.0%

15.7%
9.8%
9.8%

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

おお立立場場（（複複数数回回答答））

66.7%

9.8%

5.9%

17.6%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カカフフェェをを知知っったた経経由由（（複複数数回回答答））
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