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　がんサバイバーシップとは、病気が分かった後を生きていくプロセス全体のことです。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では、診断後の暮らしや生き方を様々な角度
から考える目的で、３種類の学習イベント「公民館カフェ」「ご当地カフェ」「がんサバイバーシップオー
プンセミナー」を平成２５年度から開催しています。
　これらの会はいずれも、がん体験者・家族・友人・企業関係者・行政担当者・一般市民など、すべての
方に開かれており、活発な学びと参加者同士のネットワーキングの場として展開してきました。
　平成 30 年度は、公民館カフェを２回、ご当地カフェを 1 回（松江市 / 隠岐の島町）、がんサバイバーシッ
プオープンセミナーを４回開催しました。とりあげたテーマは、がん罹患後の家計、ネット情報との付き
合い方、離島でがんと共に生きるということ、がんサバイバーシップに関する世界の趨勢、がん検診、腫
瘍循環器学、統合医療と、多岐にわたります。すべての会の記録は、カフェ活動公式サイト＊からもご覧
いただけます。
　ご感想やテーマへのご要望など、皆さまからのメッセージをいただければ幸いです。

◇　�「公民館カフェ」：もんじゃ焼きで有名な東京都中央区月島の区民館で、がんと暮らしに関連するさまざまなト

ピックについて学び、語り合う学習イベントです。講演に続き、お茶を囲んで小グループの話し合いをしてい

ます。

◇　�「ご当地カフェ」：「公民館カフェ」のリラックスしたスタイルにならい、公募で選ばれた全国各地の医療機関と

の共催で、地元の方々と一緒に「がんと暮らし」を学ぶイベントです。講演と小グループの話し合いというか

たちは同じです。

◇　�「がんサバイバーシップ�オープンセミナー」：平成 27 年度から始まった新しいセミナーです。国立がん研究セ

ンター内の会議室で、がん治療が心身や生活に与える影響や、それらへの対処のあり方を学びます。「カフェ」

が参加者の交流を重視するのに比べて、本セミナーではとりあげるテーマをより学術的に掘り下げます。

＊カフェ活動公式サイト https://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor/05survivor_05.html
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　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
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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

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
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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。
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■ 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（16 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＞

「第13回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　131名
平成30年7月23日（月）実施 回答者 103名（回答率　78.66％）

アンケート集計

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…。

54.6% 30.8%
2.2%
4.9% 11.9% 10.8% 16.8%

受付登録者185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

26.0% 74.0%
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

55.3% 32.0%
1.9% 1.9%

8.7%
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
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35.0%
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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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「第13回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　131名
平成30年7月23日（月）実施 回答者 103名（回答率　78.66％）

アンケート集計

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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　みなさま今晩は。第 14 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。
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援
部長の高橋です。今日もよろしくお願いします。
　本日は「がん検診を正しく知ろう～がん検診の
良いところ、悪いところ～」と題しまして国立が
ん研究センター社会と健康研究センターの検診研
究部部長の中山富雄先生にお話をいただきます。
　本当に検診は大事だと思います。がん診断を受
けた方が、2 次がん、3 次がんのスクリーニング
をどうするか。ご家族は、がん検診をどう考える
か。色々な切り口があると思います。

　今日は 1 時間中山先生にお話いただいた後、
30 分、たっぷりと質疑応答の時間を取りますの
で、ぜひ活発な質疑をお願いしたいと思います。
　実は中山先生が今年度、大阪から東京に赴任さ
れる直前に、大阪在住の友人から連絡が入りまし
た。「今度、築地の国立がん研究センターに行く
中山先生は、とにかく話が分かりやすいので、絶
対にお話を聞いた方がいいよ！」と言うのです。
そんなわけで、中山先生に初めてお会いする前か
ら、オープンセミナーにご登壇いただこうと決め
ていました。
　本日はよろしくお願いします。

がん検診を正しく知ろう
～がん検診の良いところ、悪いところ～

メインテーマ

2018 年 9 月 12 日
18 時～ 19 時 30 分

新研究棟セミナールーム AB　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

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

開会の挨拶

第 14 回　がんサバイバーシップオープンセミナー
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　みなさん今晩は、国立がん研究センターがん対
策情報センター長の若尾でございます。本日はお
忙しいところお集まりいただきましてありがとう
ございます。
　本日のテーマは、今、高橋先生からお話しされ
た通り「がん検診を正しく知ろう」ということで
す。実は私は、高橋先生から「今度は検診をテー
マにやります」と聞かされた時に、「えっ、サバ
イバーの方に検診…？」となかなかすぐに結びつ
きませんでした。「それって、みなさん関心があ
るのかな」と少し疑問に思ったのです。ただじっ
くりと原点に立ち帰って考えると、それは大事だ
と再認識しました。
　どういうところかと言いますと、私は、サバイ
バーシップというのは、ご自身の生活のことが中
心だ考えていたのです。しかし実際には、サバイ
バーの方々は、それだけではなくて、社会に対し
て検診の重要性をアピールしてくださっているこ
とが大変多いと感じています。あえて言わせてい
ただくのですが、そういう活動をされる時に、み
なさまは本当に検診のことを知っていただいた上
で啓発活動をされているのかというと、そこはや
はり少し心配な部分もあると思いました。「検診
を受けましょう」というだけであればそう問題は

ないと思いますが、それでも、みなさんが勧めて
おられる検診は、正しい検診を勧めておられるの
か、ただ検診を受ければいいのかと言いますとそ
う単純なものでもないと思います。
　検診のメリットだけではなくデメリットも知っ
ていただき、検診の効果とは何か、検診をどう評
価するかなどもしっかり知っていただいた上で検
診を勧めていただく。それがサバイバーの方に
とっては非常に大事だということが、後になって
ジワジワと思い浮かんできました。
　今日はぜひそれを知っていただき、そういう啓
発活動にもご活用いただく基礎知識として学んで
いただければと思います。本日はいつものように
中山先生の方からお話をいただいた後にご質問に
答えていただきます。ふだん疑問に思っているよ
うなこと、なぜ若い人はマンモグラフィーを受け
てはいけないのかなど、何でもお聞きいただき
スッキリしていただければと思います。
　中山先生は大阪出身で、話し始めたら分かると
思いますが、お話が非常におもしろいですから楽
しみにしてください。分かりやすくお話しいただ
きますので今日はしっかり勉強していただければ
と思います。本日はよろしくお願いいたします。

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

ご　　　挨　　　拶
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はじめに
―「メガ盛り」がいいとは限らない

　過分なご紹介ありがとうございました。中山で
す。大阪からまいりました。まだ大阪に家はあっ
て単身赴任です。先日の台風で壁は破れる、樹は
倒れるで、大変なのですが、本日は頑張らせてい
ただきます。
　私は「がん検診」を専門的にやっているのです
が、検診というのは難しすぎてお医者さんにもな
かなか分からないものです。私は、難しい話を軟
らかく、分かりやすく説明するつもりですので、
聴いている方は、聴いている時は「なるほど」と
思われるかもしれませんが、家に帰ったらすぐに
忘れるかもしれません。そこはご容赦ください。
　検診の話とは直接の関係はないのですが、スラ

イド 1 のようなところから話してまいります。
スライドには、シンプルなロールケーキとケーキ
バイキングなどで山盛りに美味しいケーキが並べ
られています。どちらがお好みですか。ちょっと
聞いてみましょう。

■ 中山：いかがですか？
■ 参加者 A：メガ盛りです。
■ 参加者 B：ロールケーキです。
■ 中山：それはなぜ？
■ 参加者 B：今、ダイエット。
■ 中山：なるほど。人それぞれで、山盛りの方
を食べたいという方もいれば、ダイエットでシン
プルに 1 個だけ食べたいという方もおられると
思います。
　それではこれはどうでしょうか（スライド 2）。

スライド 1　どっちがお好き？①

26 Ⅰ　オープンセミナー・第 14 回

中山　富雄
国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部部長
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築地ですから海鮮丼ですが、左の方は貝柱とかイ
クラを並べていますが、家でもできてしまうレベ
ルで、右の方はご飯が見えません。どちらがお好
みですか？
■ 参加者 C：イクラは苦手なので。
■ 中山：イクラは両方とも入っていますよ。イ
クラをよけていただいて。
■ 参加者 C：量が多い方ですかね。
■ 参加者 D：左のお茶漬けのようなものの方が
いいです。
■ 中山：メガ盛りは少しシンドイ？
■ 参加者 D：何となく量よりも左の方がおいし
そうかなと思って。
■ 中山：ちょっとエビがしなびているような…。
　それではこれ（スライド 3）はいかがですか？
これはなかなかエゲツナイものです。左のような
ラーメンもあるようです。柚子のようなものが少
しだけ乗っているものです。あとはスープと麺だ
けというもの。右は二郎系と言われるラーメンで
具がドーンと乗っているものですが。これはいか

がですか。どちらがお好みですか。
■ 参加者 E：やはり二郎系の方が。
■ 中山：やはり二郎系。
■参加者 F：中間ぐらいが。ほどほどに。
■ 中山：まあ、最近は二郎系が流行りです。昨
日は会議があって駅前でラーメン屋に入り、こう
いうのを 10 分で食べてお腹がいっぱいで会議に
のぞみました。食べるとシンドイけれど、食べた
いなと思うのが人間の本能だと思います。

　今日、お伝えしたいことはスライド 4 のよう
なことです。検査や検診に「メガ盛り」はありま
せん。メガ盛りを 3 つ見ていただきましたが、
お得なように見えて良くないこともあります。お
腹がいっぱいになる。こんなに食べたら胃がもた
れる。ダイエットには向いていないということも
あるかもしれません。
　それから、よくあると思うのですが「○○して
もらった方がよいに決まってる」という考え方が
あります。「病院に行けば検査をしてもらう方が
良いに決まっている。」ということで、「先生、腫
瘍マーカーを毎月してください」と言う方もおら
れると思いますが、それで良いのですかというこ
とです。
　次は大事なところですが、本日はサバイバーの
方が多く来られていると思いますが、お伝えした
いことは、病気が発症する前の段階の、健康状態
が落ち着いていて、私は何の問題もありませんと

スライド 2　どっちがお好き？② スライド 4　今日お伝えしたいこと

スライド 3　どっちがお好き？③
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いう時に無理をすることはないのではないかとい
うことです。
　必要な時に必要な検査だけ受けましょう。これ
らがお伝えしたいことです。

検診と診療の違い・検診と健診の違い

　次は「検診というのは何？」「病院に行くこと
なの？」ということです。ここで言葉の定義の話
になります。私たちが保険証を持って病院に行く
ことを「診療」と言います。一方、検診を受けに
行く時は保険証は要りません。検診、予防という
ところは健康保険は使いません。これは自治体の
予算、国の予算でまかなわれます。昭和 30 年頃
の国会の審議で決まったのです。当時は戦争も終
り、国がだんだん上向きになり、みなさんも健康
になってきたので、そろそろ予防についてもやっ
ていかなければいけないという時に国会で議論を
され、「診療」と「予防・検診」は完全に線引き
をされています。血圧の関係で毎月病院に薬をも
らいに行くというような人は多いと思いますが、

「診療」は、熱が出たり、お腹が痛い、咳が出る
といった症状があって生活に支障があり、仕事に
も行けませんという人が病院に行くことを「診療」
と定義しています。そういう、お腹が痛い・咳が
出るという方は、病気を持っている割合は、相当
に高いのです。たとえば 1 ヵ月もお腹が痛いと
いったら、大腸がんや胃がんを疑います。検査を
してみたら、やはりかなりの頻度でがんが見つ
かったりしますし、咳が出ているのが 3 日では
なく 1 ヵ月だというのであれば、やはり肺がん
の可能性は高い。
　それに対しては、結果は何ヵ月後ではなく、す
ぐに診断をして治療を開始しなければいけないか
もしれないので、緊急性が高いということになり
ます。1 ヵ月、咳が出ている時に、検査は 1 ヵ
月先となったら、「アチャー」となります。それ

に対しては緊急に何かをしてあげなければいけな
いということです。
　一方で「検診」というのは何かと言いましたら、
健康で、生活に支障がない人、病気があるなどと
はこれっぽっちも疑っていない人を対象にしてい
ます。そういう人は基本的に病気を持っている割
合はかなり低いと言われています。症状があって
生活に支障がある人の場合は、がんを探すと
30％にがんが出てくるというようなこともあり
ますが、検診の場合には病気を持っている人の割
合は、何百人、何千人に 1 人です。それほど稀
です。ほとんどが病気がないか「異常なし」です。
たまに生活に支障はないのですが骨転移があっ
た、肝転移があったという人もいると思いますが、
やはり検診で見つかるがんの多くは早期がんで、
1 ヵ月、間が空いていようが病気が急に進むこと
はないので、緊急性は少ない。したがって検診を
受けて結果が返ってくるのが 3 週間後とか 1 ヵ
月後というのがまかり通っているのです。それで
ケシカランと言われてもそういうものだというこ
とです。検診で探そうとしている病気は、そうい
うゆっくりとしたものを探そうとしているのです

（スライド 5）。
　診療というのは、法的には一種の契約行為と言
われています。お医者さんと患者さんとの間で病
気を正しく診断してね、あなたにお任せするから
ちゃんと診断してねという一種の契約があります

スライド 5　“検診”と“診療”の違い①
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から、病気を正しく診断することが非常に大事に
なります。したがって場合によっては身体に非常
にシンドイ検査とか高額な検査も許されます。た
とえば右下腹部が痛いと言って病院に担ぎ込まれ
たとすると、そのまま麻酔をかけられてお腹が開
けられ「盲腸ですな」ということも許されるので
す。
　ところが検診の対象はほとんどが病気がない人
で、1,000 人に 1 人ががんかもしれないという
ことですと残りの 999 人は健康だということで
す。その人に「あなたはがんの疑い」ですといっ
たまちがった判定をつけてしまうと、その人たち
は精神的に相当落ち込んでしまいます。もしかし
たらそれで布団に籠ってしまい、そのままうつ病
になってしまったりするかもしれません。それで
公衆衛生という学問の教科書には、検診でいちば
ん大事なことは、健康な人に病気であるという
誤った判定をしてはいけない、これがいちばん大
事だと書かれています。あなたはこうだと言われ
ると言われた人はそういうように行動してしまい
ます。これはラベリング効果と言われていて、ま
ちがって「がんの疑い」というラベルを張るのが
いちばん良くないことだと言われています。
　検診というのは、やはり体に負担のない、安価
な検査でないといけないわけで、みんなが健康な
状態だったのに検診を受けたら、シンドイ検査で
寝込んでしまったり、事故が起きてしまってはい
ちばん困るということです（スライド 6）。
　このあたりの境界が誰にも分っていない。とく

にお医者さんに分かっていなのが、今の日本の検
診の現状です。
　同じケンシンという読みで、健診というのがあ
ります。健診というのは、病気の危険因子、リス
クファクターを見つけることです。正式には特定
健康診査と呼ばれています。お腹を出してお腹周
りを測りますが、これはお腹周りを見てがんを見
つけているのではなくて、将来、糖尿病・脳卒中・
虚血性心疾患になるかもしれない人を見つけて、
肥っていたらあなたはそういう病気になるかもし
れないからちゃんとやせてねということで生活改
善を図るということです。ひょっとしたら発病は
20 年後かもしれないというので、これは今すぐ
やる必要はなく、分かっているのでしょうが「あ
なたは肥っています」ということを教えて「やせ
ないととんでもないことになりますよ」というも
のです。それを何回か繰り返すうちに、その中か
らやせようと思う人が出てくるので、そうやって

スライド 6　“検診”と“診療”の違い②

スライド 7　“健診”と“検診”
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フワッと自分で生活改善を図ろうとすることを促
すのが健診です（スライド 7）。
　検診は特定の病気そのものを見つけることで、
がん検診はまさにそれです。この場合は自分で何
とかするのは、とうてい無理で、やはり疑いをか
けられた場合は、病院に行きお医者さんに診断し
てもらうことが、どうしても必要になります。こ
こが曖昧になっているので、がん検診を受けて異
常と言われたら、自分で何とかしようと思って悪
戦苦闘される方が多いのが、いちばん困ることで
す。

がん検診の感度―偽陰性はなぜ起きるか

　もうひとつこのがん検診というのは英語で
screening と言いますが、これは辞書によれば「ふ
るいにかける」という意味です。庭の土をさらっ
てふるいにかけると石が残るというものです。人
間をふるいにかけるとがんがない人は、スウッー
とこの検査を通り抜けますが、がんがある人は
引っかかるというものです。しかし中にはがんで
はないのに引っかかる人もいますし、がんなのに
すり抜けてしまう人もいます。スクリーニング、
ふるいにかけるというのは、そもそも初めからそ
ういうものだということです（スライド 8）。
　検診を受けたら 100％、がんは引っかかり、
それ以外の見落としはひとつたりとも認めないと

言われても、言葉の定義としては、それは無理で、
初めからそういうものだということです。海外の
人はスクリーニングというのはそういうもので、
見落としはあるのは当り前だと考えています。し
かし昨今、日本では事件が色々ありまして、私も
メディアから取材されます。その時に、メディア
の人に逆に私がインタビューをしていますが、み
なさん 1 例たりとも見落としは認めたくないと
おっしゃいます。しかしスクリーニングという言
葉の定義としては、見落としは初めからあるもの
だということです。
　正式な用語で言いますと感度と言います。検査
を行った場合に、「病気がある人」を「異常あり」
と正しく判定する割合です。病気がある人が 10
人いたら、検査で「異常あり」が 8 人でしたら、
この検査の感度は 80％となります。がん検診の
場合は、検診を受けて 12 ヵ月以内にがんと診断
されるものを「病気がある」と定義します。検診
で異常がないと言われたのに、実は 10 ヵ月後に
がんと診断されたものも「病気がある」と定義を
して、それが分母になります。12 ヵ月以内に発
病となりますと、翌年の検診はどうなるかという
ことですが、だいたいは翌年の検診で 1 年以内
にがんになったものも分母に足してしまいます。
毎年検診を受けていて、次の年から突然、検診発
見が 0 になるということは普通はないので、そ
の間も病気は進みますから、毎年受けていても、
多くの場合、やはり翌年の検診発見はあります。
そこで当該年度の検診発見をこの分母で割ります
と 100％にはどうしてもなりません。研究では
60 ～ 80％ぐらいという報告がされていて、こ
の数字は一般の人が考える数字よりも意外に低い
と思います。70％という数字をお医者さんに伝
えると、たいていはなぜ私たちがやっている検診
はこんなに低いのかと泣き叫びます。これは翌年
度の検診発見を分母に入れるという定義上、どう
してもそうなります（スライド 9）。

スライド 8　検診（screening: ふるいにかける）
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　そうは言っても社会の中ではスライド 10 のよ
うなことが起こっています。がんの見落としはた
くさんニュースになっています。スライドの左は、
大学病院のがんの見落とし事例です。何かと言い
ますと、他の病気で通っていた病院で画像検査を
したのだが、その検査結果を主治医が見損なって
いて、精密検査をしなければいけなかったのに伝
えるのを忘れていて、1 年後にかなり大きくなっ
て発見されたという話なのですが、こういうこと
がたくさん起こっています。診療現場での検査結
果の見落としというケースです。これは 4、5 年
前から話題になっていて、そういうことがあって
はいけない、検査を必ず確認しなさいということ
が大病院には通知されているのですが、いまだに
各地で起こっているという状態です。
　スライド右が健康診断での肺がん見落とし死亡
というものです。これは悲惨な話です。会社の健
康診断で 4 年前から何回も「異常なし」と判定

されていたのですが、実は 4 年前からエックス
線にはっきり影が映っていたのをクリニックでは
ずっと「異常なし」と判断していて最終的に今年、
症状が出てからあっという間に亡くなられたとい
う話です。これがみなさんが考える検診や健診で
のがんの見落とし（偽陰性）だと思います。
　偽陰性はなぜ起きるかですが、検査結果で異常
が出ているのに医師の判断の問題というのがあり
ます。エックス線などの画像診断で、医師の読影
力に問題がある。変な先生に遭ってしまったとい
うことです。
　それから画像自体が難しすぎて、正常か異常か
を誰が見ても判断が難しいというケースがあると
思います。
　それから医師がオーダーをして血液検査とか生
理検査、細胞診などをしているのに、そもそもそ
の結果を医師が見ていない。あるいはその結果を
見落としているというケースがあります。
　医師が精密検査を不要と勝手に判断して精密検
査を勧めなかったということもよくあります。笑
い話ではないのですが、大腸がん検診で便潜血を
やると陽性で、出血しているという人がいるとし
ますと、そういう人を診て、お腹が痛くないかと
聞き、便秘なら痔が切れることがよくあるから精
密検査は要らないと言っている開業医さんはたく
さんいます。それで 1 年後に進行した大腸がん
という例はいっぱいあります。そういう医師の不

スライド 10　社会問題化したがんの見落し事例

スライド 9　がん検診の感度
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スライド 11　検診／健診での見落とし（偽陰性）

出来というのもあります。
　もうひとつは検査結果に異常が出ていないこと
があります。がんが小さすぎて異常が出ないとい
うことがありますし、そもそもみなさんが信頼し
ている検査でがんを検出できないという場合も十
分にあります（スライド 11）。

血液検査／腫瘍マーカーはがんを見つけ
られるのか

　日本人は血液検査がとても大好きです。私ども
が昨年やりましたインタビュー調査で、「なぜあ
なたは検診を受けないのですか」と聞くと、「私
はかかりつけ医で年に 1 ～ 2 回血液検査をして
いるから大丈夫」と答える方がかなりいました。

「何かあったら血液検査で分かって、その先生が
教えてくれるはず。」と言います。「何の病気でか
かっていらっしゃるのですか」と聞くと「高血圧」
という方が多い。「その先生はがんの専門の先生
ですか」と聞くと、「いや、それでもお医者さん
だから教えてくれるでしょう。」と回答されます。
その後色々話していくと「腫瘍マーカーを測って
いるはずです。」と言います（スライド 12）。
　スライド 13 の左は、かかりつけ医で測ってく
れる血液検査の基本的なものです。なぜ「基本的」
と言うのかということですが、血液検査をあまり
たくさんやると健康保険でお金を支払ってくれな
くなり、赤字になるからです。生化学検査は 10

項目を超えてしまうと医療機関の損になりますか
ら、このスライドにあるようなものが基本セット
になります。
　特定健康診査でお腹周りを測る時も血液検査は
されますが、これはたった 5 項目で、中性脂肪、
HDL コレステロール、LDL コレステロール、脂
肪肝を示すγ－ GTP、空腹時血糖（HbA1c）だ
けです。糖尿病は分かるかもしれない、脂肪肝も
分かるかもしれませんが、がんは絶対に分かりま
せん。がんでγ－ GTP が上がるという時は、肝
臓がパンパンに腫れて食事も摂れない状態です。
血液検査で見てもらっていると言ってもがんは何
も見てもらっていないというのが、正直なところ
です。
　「そうだ腫瘍マーカーがあるじゃないか！」と
言われるかと思います。血液検査（腫瘍マーカー）
で、がんの早期発見は可能かということです。ス
ライド 14 は各臓器ごとに腫瘍マーカーを並べて

スライド 12　日本人は血液検査が大好き♡

スライド 13　かかりつけ医や健診で行われる血液検査
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みたものです。CEA、CA19 － 9 ぐらいは知っ
ていても、肺がんでは SLX とか CYFRA21 － 1
など「なんじゃこれ！？」というようなものがた
くさんあります。乳がんにもたくさんあります。
CA15 － 3 と か C － erbB2 と か 乳 頭 分 泌 液
CEA などいっぱいあります。たくさんあります
が、腫瘍マーカーというのは研究をするのが簡単
なのです。昭和 40 年代ぐらいに教授になられた
外科の先生の多くは、このがんの腫瘍マーカーは
これですと開発して、論文を書いて教授になられ
た方はけっこうたくさんいます。したがって数は
ありますが、本当に分かるのかということが問題
です。
　さてここで問題です。腫瘍マーカーによるがん
の検出力はどのくらいでしょうか。検出力という
のは、がんの人の何％に異常値が出るかというこ

とです。たとえばスライド 15 の 1 番だとすると
90％ですから、100 人のがんの方にこの検査を
すると 90 人に異常値が出るということです。
ちょっと考えてみてください。90％、70％、
50％、30％、15％という 5 つです。聞いてみ
ましょう（会場挙手：３番目が多数）。なるほど、
アンケートいうのはだいたい真ん中に集中します
ね。
　答はスライド 16「腫瘍マーカーで肺がんの診
断は可能か？」をお示しします。これはドイツで
行われた研究です。104 例の肺に影があって手
術で確定したものです。何でもかんでも切るわけ
ではなく、がんみたいだ、怪しいと思って切った
ものですが、104 例切って、悪性は 81 例あり、
良性は 23 例でした。悪性の 81 例の内、肺に転
移したがんが半分ほどあり、残りは原発性の肺が
んでした。それに対して腫瘍マーカーはどれだけ

スライド 16　腫瘍マーカーで肺癌の診断は可能か？

スライド 15　問題

スライド 14　 血液検査（腫瘍マーカー）でがんの早期発見
は可能か？
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異常値を示したかというものです。いちばん有名
な CEA というマーカーは、どのがんでもたいて
いは上りそうなものですが、悪性の 81 例を分母
にすると実に 27.2％と、めちゃめちゃ低い。肺
がんだけに絞っても 30％でそう変わりません。
シフラ（CYFRA21 － 1）というのは肺がんでい
ちばん鋭敏というものですが、肺がんに対しては
35.9％ほどで「はぁっ…？」という程度の数字
です。NSE というのは特殊な肺がんの腫瘍マー
カーですが、これも肺がんだけでも 17.9％とい
うことでメッチャ低い。つまり 7 割は腫瘍マー
カーで異常値が出ません。これほど低いものです。
　たとえば握りこぶしぐらいとか、10㎝という
子どもの頭ぐらいの、どう考えても助けられそう
にないというものではなく、だいたい手術できる
ぐらいの大きさですから、早期発見に近いかなと
いうものだけを対象にしているのですが、そうす
るとこれほど低いものです。当てにならないもの
だなということだけをご理解いただければいいか
なと思います。腫瘍マーカーというのはこんなも
ので、だいたいがんをやっている専門医はこの程
度の精度だと分っていますが、人間ドックなどで
はありきたりに普通に行われていて、実はあまり
役に立っていません。
　私は大阪にいた時に呼吸器の外来を週に 1 回
ぐらいやっていました。そうすると人間ドックで
この検査の異常値が出ましたという患者さんが、
真っ青な顔をして毎日 1 人ぐらいは必ず来てい
ました。僕のところに来ていたわけではなくその
施設に毎日 1 人ぐらいは来ていました。その人
たちは人間ドックで CT などほかの検査も全部
やって何の異常もないのですが、シフラだけが高
いということで来られていたのです。
　なぜかと言いますとこの腫瘍マーカーの検査
は、特異度が 94.9％です。特異度とはがんを持っ
ていない人が 100 人いると、そこから 94.9 を
引いた 5.1 人には異常値が出ます、がんの疑い

をかけられますということです。100 人の検査
をしたら必ず 5 人は、がんがないのに異常と言
われますという話です。私は来られた方にこの数
字を言い、「あなたは 100 人の内の 5 人です。
たまたまそういう異常値が出ても何の病気も持っ
ていらっしゃいません。怖い思いをしましたね、
さようなら。」と話して終りなのですが、そんな
ものです。それでも私はがんかと心配になって会
社を休み病院に行かなければならない。これだけ
当てにならないものなので、エックス線や内視鏡
などの画像診断がどうしても必要になってまいり
ます（スライド 17）。

がん検診の意義と特性

　検診の社会的意義についてお話しします。社会
にはたくさんの人がいて、その中にがんの方がい
るのですが、みんなが心配になり、全員が病院に
行ってしまうと病院の予約がいっぱいになって、
がんの方の予約が入らないことになったり、お医
者さんも燃え尽きてしまったりします。お金も大
量にかかります。テレビでがんの特集があると次
の日はたいがいこうなります（スライド 18）。
　検診というのは、最終的には病院に結びつけな
ければいけないのですが、その中でもがんの疑い
のある人だけを病院に誘導しようということで
す。そうなると医療者側も大変楽になりますし、
お金もそうかからないだろうということです（ス

スライド 17　 血液検査（腫瘍マーカー）でがんの早期発見
は可能か？
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ライド 19）。
　がんの早期発見理論です。遺伝子に傷がちょっ
とできて、がん細胞ができてきます。その状態で
見つけようというのがゲノムですが、今それを
やってもなかなか難しい。実際のところはこれが
何 10 年もたつと 1㎝ぐらいの大きさになります。
1㎝ぐらいの大きさになるとだいたいの画像検査
で分かるぐらいの大きさです。ただしこの状態は
症状がないので無自覚になります。これがだんだ
ん大きくなってくると症状が出てきて慌てて外来
に飛んで来ることになります。症状が出るという
のは、たいてい神経のところを噛んでいたりする
ので早期というわけにはなかなかいかず、残念な
結末を迎えることになるのです。早期発見で治る
というのは、症状が出る前に発見をするというこ
とで、発見して治しうる期間というのがあります
が、そこがどのくらい長いかで検診で発見されや

すいのかどうかが決まってきます。1 次予防とい
うのは、遺伝子の変化を起こさないようにするも
のですが、2 次予防というのは、この治しうる期
間の間に適切に検査を提供するということです

（スライド 20）。
　がんの種類によって早期発見が役に立ちやすい
場合と難しい場合、まったく役に立たない場合と
いうのがあります。たとえば発見が可能な大きさ
になってから症状が出るまでが 3 ～ 5 年という
場合ですと、そのどこかで検査をしていると、た
とえばスライド 21 の a）の発見可能から症状発
現までの 2 回の検査では早期発見が可能な場合
があります。しかし症状発現後の矢印の時期の検
査ではやや無理かもしれません。この間が何年か
ということですが、たまたまその間に検査を受け
てたまたま早期発見されればラッキーということ
です。がんの種類としては、胃がん、大腸がん、

スライド 21　 がんの早期発見が患者さんの救命に役に立ち
やすい場合・立たない場合

スライド 20　がんの早期発見理論

スライド 19　検診の社会的意義②

スライド 18　検診の社会的意義①
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スライド 22　Length bias（進行速度による偏り）

子宮頸がん、乳がんというのはこれに該当します。
　発見可能な大きさになってから症状が出るまで
が数ヵ月しかない、2、3 ヵ月しかないという場
合は、その間に検診を受けるのは相当難しいこと
になりますから、早期発見は無理だということに
なります。白血病、悪性リンパ腫、タバコを吸う
人に出る一部の肺がんはそういうものです。
　一方、発見可能になってから症状が出るまでが
非常に長く、20 年、30 年というものも中には
ありまして、この場合、検査を受けると早期発見
はいくらでもできるのですが、生死にはあまり関
係しないかもしれません。これを検査して「がん」
を発見することを過剰診断と言います。あとで触
れますが近藤誠さんという人は、これを「がんも
どき」と言ったそうです。甲状腺がんや前立腺が
んは、こういうことになるのではないかと言われ
ています。
　進行速度がゆっくりのものと速いものではどち
らが検診で見つかりやすいかと言いますと、定期
的に毎年検診を行っていきますと一気に悪くなっ
てくるものは、検診と検診の間に一気に悪くなり
ますから検診で見つかりにくいということになり
ます。しかしゆっくりとしたがんは、どこかで検
査を受ければ見つかるので、ゆっくりとしたがん
ほど見つかりやすく、速いがんほど見つかりにく
いということになります。実際のところは、私た
ちは速く進むがんはかわいそうだと思い早く見つ
けようと思っているのですが、定期的な健康診断
では、残念ながら速いものを見つけることは非常
に難しく、ゆっくりとしたものは見つけやすいと
いう特徴があります（スライド 22）。
　この極端な場合が過剰診断で、15 年、20 年
経たないと進行していかないという場合は、途中
で他の病気で亡くなってしまう可能性もあります
し、症状が出て治療をしようかな、どうしようか
なと思っている時に脳卒中で倒れてしまうことも
あります。この場合、手前で見つけて治療する意

味があったのかと言いますとかなり微妙な話に
なってきて、治療しなくても寿命は変らなかった
のではないのかという話になります（スライド
23）。
　年齢のことを考えてみましょう。ゆっくりとし
たがんの話で、65 歳で検診で発見可能になりま
した。放っておくと 15 年経つと症状が出てきま
す。その後、5 年ほどで亡くなります。85 歳です。
ところが 50 歳でこういうがんに罹った場合はど
うでしょうか。亡くなるのは 70 歳で若いです。
これは何とかしたい。50 ～ 65 歳の間で検診を
受ければ良かったとということになります（スラ
イド 24）。
　速いがんの場合はどうでしょうか。65 歳で検
診発見可能になりました。3 年間放っておいたら
症状が出て 70 歳で死亡。これはまずい、65 歳

スライド 23　Overdiagnosisbias（過剰診断）
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の定年を待って検診を受けようということになり
ます。一方 80 歳の時点で検診発見可能ながんが
ある場合、80 歳の誕生日にお孫さんが検診無料
券をくれて、受けてみようかと思ったりする。こ
の方が亡くなるのは 85 歳です。どうでしょうか。
検診はもういいわと思われますか。これは人それ
ぞれの人生観があって「もういいわ」と思われる
方も多いと思います（スライド 25）。
　このように年齢によって検診を受けようか、受
けるのをやめようかということはちょっとよく考
えた方がいいと思います。定期的検診のもつ最大
の問題（スライド 26）は、進行速度が遅いがん
ほど発見されやすいので、発見された場合に切る
べきか切らないでいるべきかという選択が、とく
にご高齢の方には起りますので、相当に悩ましい
問題がここにあります。そういうことだったら検

診を受けるべきではなかったのかと思います。そ
れから進行速度の速いがんほど発見されにくいの
で、毎年せっかく検診を受けていたのに見つけら
れない。手遅れだ、「どないしてくれるねん」と
いう話になります。このように検診は万能ではな
いのでがんの種類によっては役に立たない場合も
十分あるということをご理解いただかないといけ
ないという話です。
　検診の評価というのは非常に難しい話です。メ
ディアの方も今日はたくさんいらっしゃっていま
すが、マスコミ情報だけでとどまる程度の検診と
いうのは非常に多くあります。線虫ががんを診断
してくれるとか、イヌが診断してくれるという話
がありますが、こういう情報は昔からいくらでも
あります。私の立場は線虫を育てる立場ではなく、
検診の有効性を調べる研究をしているのですが、
検診の利益というのは検診を受けた人の中からが
んで死ぬ人が減るということです。そういう科学
的な証拠を 1 つではなく複数の研究で同じよう
な結果が出た場合に有効性が確立した検診となり
ます。ただそういう検診でもめちゃめちゃシンド
イ検査で、誰も受けたがらないとか、受けたら腸
に穴が開くというような検査だと、それはちょっ
といくら何でもという話になるので、最近では利
益と不利益とのバランスという話になります。こ
こは後でしっかり話します。ここがいちばん大事
なところです（スライド 27）。
　今は国の指針とかガイドラインで推奨されてい

スライド 24　がん発見と手法（進行が遅いがんの場合）

スライド 25　がん発見と手法（進行が速いがんの場合）

スライド 26　定期的検診のもつ最大の問題
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スライド 27　検診の評価は難しい

スライド 28　現在国の指針で推奨されているがん検診

る検診はスライド 28 にあるように、たったこれ
だけしかありません。細胞診を用いた子宮頸がん
検診やマンモグラフィーを用いた乳がん検診、便
潜血を用いた大腸がん検診など、胃がんについて
は内視鏡もオーケーということです。肺がんにつ
いては胸部エックス線と喫煙者には喀痰細胞診を
併用した検診がいちおう推奨されています。これ
以外にも大腸ファイバーはどうか、PSA 検査は
どうか、乳房の超音波検査はどうなのかという話
は、メディアでもたくさん出てくるものですし、
お医者さんの中にもこれが良いと言う方はたくさ
んいらっしゃいます。

過剰診断からとらえるがん検診の利益と
不利益

　ここから「がん検診の利益と不利益」という話
です。実は検診をどんどん、どんどんやっていき
ますと、毎年受ける人ばかりになりますから、毎

年みんなが受けていくとがんで発見される人は目
減りしていきます。最初はがんが発見されていく
ので利益が増えてきますが、だんだん見つからな
くなってくるので、利益としては頭打ちになって
きます。不利益というのは検査をやればやるほど
どんどん増えてくるので直線的に増えていきま
す。そうするとだんだん利益と不利益は近づいて
いきます。アメリカはもうこのスライド 29 のよ
うな状態です。
　いちばん悪いのは不利益が利益を上回ってしま
うことで、税金を使ってみんなに害をもたらすと
いう、とんでもないことになります。質の悪い検
診が世にはびこってしまうとこういうとんでもな
いことになります（スライド 30）。
　がん検診の不利益というのは、簡単に言うと、
放射線を浴びていますから放射線被曝という問題
があります。それから胃カメラや大腸ファイバー

スライド 29　スクリーニング（検診）の質と効果①

スライド 30　スクリーニング（検診）の質と効果②

質の悪い検診

Donabedian A. 1980

不利益

利益

効果

検診規模
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というのは、たまに事故が起こります。まちがっ
てがんの疑いをかけられますと精神的に落ち込ん
だり、そのぶんの医療費がかかってきます。そし
て先ほどから話している過剰診断も不利益です。
放っておいても症状が発現しないゆっくりとした
がんを発見して診断・治療をすることにどういう
意味があるのかという話です。
　利益とは何かという話ですが、早期発見された
場合は、発見が遅れた場合に較べて軽い治療です
ませられる。たとえば胃がんであれば内視鏡治療
で入院しないでもパッとやってくれて良かったと
言う人もいます。ただ、そういう場合でも、普通
はがんに罹ってしまった、えらいことになってし
まったという感覚の方が強く、内視鏡で治療も軽
くすんで良かったという実感はなかなか持てない
可能性があります。楽にやってもらって良かった
というのは、何年もたってからすごい大きな手術
をした人と較べてどうかという話なので、なかな
かすぐにはこの利益は実感しづらい。それからが
んで死亡する人の割合が減少しますと言っても、
それはその気で計算しないと分からないというこ
となので、利益はなかなか分からないものです（ス
ライド 31）。
　しかし不利益というのは「がんはありませんで
した。良かったですね。」と言われても、不利益
は感じているので損したと思っています。不利益
というのは一般の方はけっこう感じやすいもので

すが、医者になかなかその感覚がなくて「がんじゃ
なくて良かったですね、さようなら。」と言って
終わりですから、ここがいちばん患者さんの立場
の考え方と医者の立場の考え方が違うところで
す。
　もういちど過剰診断ということを少し詳しくお
話しします。スライド 32 は、H.G.Welch とい
う方が論文で書いたものです。がんには進行が非
常に速いがんもあれば、遅いがん、非常に遅いが
ん、進行しないがん、退縮するがんもあるという
ことです。消えて治ってしまう、自然治癒のがん
もあるのかということですが本当にあります。私
も何例か大阪で見たことがあります。
　近藤誠（慶應大学医学部元講師）先生は『あな
たの癌は、がんもどき』という本を出されていま
す。彼はがんには「真のがん」と「がんもどき」
しかないと言います。その見分けは付かない。「真
のがん」は初めから転移している。「がんもどき」
は絶対に転移しない。この 2 つしかがんはない
ので、よって早期発見・早期治療には意味がない
ということです。分かりやすいと言えば分かりや
すいのですが極端だなという感じです。当時、「が
んもどき」とよく言われていたので、東京の某有
名な病院長は「がんもどきはオデンの中にしかな
い」と言って大笑いになったのです（スライド
33）。
　早期発見・早期治療の理論は、検診をすれば将

スライド 32　 過剰診断（overdiagnosis）を正しく理解し
よう！

スライド 31　がん検診での利益と不利益

39がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～ 　

29年度�ンサ�イ�ー.indb   39 2019/03/30   8:30



スライド 33　がんもどき理論の問題

スライド 34　早期発見・早期治療の理論

スライド 35　乳がん検診での過剰診断

来は大きながんになるものが早期発見・早期治療
されることで大きながんになることを予防するも
のだということです。したがって 1 例早期発見
をすると、将来大きくなるがんは 1 例減らせる

はずです。検診をやれば小さながんが見つかり、
それと同じ数だけ進行がんは減っていくはずです
ので、早期がんの発見と進行がんの減少は 1 対
1 のはずです（スライド 34）。
　さあどうでしょう。スライド 35 は『New 
England Journal』という世界でいちばん有名な
医学雑誌に載ったものです。アメリカで乳がん検
診をやりました。そうしたらかなりの早期がんが
見つかりました。それは将来の進行がんに影響し
ていくのだろうと思ってみていると、たしかに
減ったのですが、少ししか減っていない。感じか
ら言いますと発見される早期がんの上昇カーブと
ちょうど逆に反転する感じで減っていくのだろう
と考えられていたのですが、進行がんの減り方は
かなり緩やかな減少です。それで、この図の
Late Stage（進行がん）の実線とその下の点線
の差が過剰診断ではないかと考えられるというこ
とです。早期がんの診断は 2.5 倍に上昇したが、
進行がんは 2 割しか減らなかったので、早期が
んを 1 例発見して治療したからと言って、将来
の進行がんを 1 例減らすことにならないという
かなりインパクトのある、見た目に分かりやすい
論文が出されています。
　スライド 36 は子宮頸がんの話です。たとえば

女 性 1 万 人 が い る と、
HPV というウイルスには
ほとんど感染しますが、ほ
とんどは勝手に治って、持
続感染は 500 人ぐらいに
なります。その中で子宮粘
膜の顔つきが変わってしま
うのは、だいたい 80 人ぐ
らいで、その顔つきがどん
ど ん 進 ん で い く の が 50
人、さらに進むのが 10 人、
最後の浸潤がんになるのは
1 人という具合に数字が出
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ています。顔つきが変わったものは全部がんにな
るのではないかとイメージしがちですが、そうい
うことはありません。だんだん進行していくのは
かなり目減りしていくことが分かっています。子
宮頸部については、勝手に治る（退縮）というこ
とがよく知られています。
　今まで私たちは、必ず 1 対 1 で病気は進んで
いくという理屈の上で、病院の外来で「このまま
放っておいたらえらいことになる」と言われて「あ
あ、分かりました。切ります。」とやっていたの
ですが、どうやら実際は、そんなことではなく、
ピラミッド構造で、前がん病変から上皮内がんに
進むのは一部で、さらにそこから浸潤がんになる
のは一部、そしてそこから致死的ながんになるの
は一部だということです（スライド 37）。
　このピラミッドの角度がどうなのかは知りませ
んが、どうやらこういう形で、そう進行しないと
いうことが分ってきました。過剰診断というのは
この図の前がん病変と上皮内がんと浸潤がんの一
部をがんと診断することで、統計的には、リンパ
節転移をしていても過剰診断かもしれないという
ものがあるというのが事実です。医療技術が進歩
してどんどん小さいものを見つけていくと前がん

病変とか上皮内がんはどん
どん見つかってきますか
ら、過剰診断は必ず出てき
ます（スライド 38）。
　過剰診断を見つけたら絶
対にいけないのか、治療し
てはいけないのかという話
になりますが、大腸にポ
リープができたらポリペク
トミーを簡単に受けること
ができます。これはポリペ
クトミーがあまり事故を起
こさなくなったからです。
いちばん問題なのは乳がん

スライド 38　検診と過剰診断（ピラミッド構造）

スライド 37　 検診と過剰診断（がんの進行は 1 対 1 ではな
い）

です。乳がんは、どれが過剰診断で、どれが進行
がんになっていくのかが誰が診てもさっぱり分か
らないので、切らざるをえないということになり
ますから、乳がんがいちばん問題ですし、乳がん

スライド 36　HPV 感染から前がん病変、そして子宮頸がんへ
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スライド 39　がんの罹患と死亡のトレンドのパターン

スライド 40　アメリカにおけるがん種別にみた罹患・死亡数

の場合は手術の後に、抗がん剤、ホルモン療法と
か放射線という話になってくるので身体に当たる
侵襲がどんどん、どんどん大きくなってくるとい

方検診として行われていない甲状腺がんと、メラ
ノーマというホクロのがん、そして腎がんは、同
じように診断される割合が急激に増えています

うところがあります。
　検診による過剰診断があっ
た場合に、診断される方はか
なり増えます。しかし死亡率
はあまり減りません（スライ
ド 39）。
　スライド40もH.G.Welch
さんの論文です。アメリカの
がん種がどうなっているかを
示したものです。前立腺がん
と乳がんに関しては、罹患は
増えていますが、だいたい検
診は行われています。死亡率
は少しだけ減っています。一
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が、死亡は全然減っていないということなので、
どうやらこういう過剰診断は行われているようで
す。テレビでホクロのがんの人の特集があったり
すると皮膚科が満員になるというのは、アメリカ
でも同じで、日常診療の中でも、われわれは過剰
診断を生み出しているのかもしれません。

過剰診断例―韓国の甲状腺がん

　韓国の話です。スライド 41 でお分かりのよう
に、罹患数が飛びぬけて多いのが甲状腺がんです。
韓国では放射線の事故が起こっていないのになぜ
と思われると思います。その通りで放射線事故な
ど何も起こっていませんが、甲状腺がんは、罹患
数は 1 位で 44,007 人が甲状腺がんと診断され
て死亡は 373 人です。わずか 0.8％しか死亡し
ませんから生存率は 99.2％というすごい高さで
す。その甲状腺がんの半分以下が 1㎝以下です。
韓国では甲状腺がんの 5㎜未満のものは切除しな
いとガイドラインで決められているのですが、実
際には 5㎜未満のものの 4 分の 1 は切除されて
いるので、韓国の外科医は甲状腺を切りまくって
いたというのが事実です。
　副作用として何が起こっているのかと言います
とホルモンの機能低下が 11％、声がかすれる嗄
声が 2％に起こっています。声がかすれるだけで
はなく、誤嚥と言って食べ物が気管に入ってしま

う危険なこともこの人たちには起っているという
ことです。
　スライド 42 は手術レポートです。2001 年か
らデータがあるのですが、2001 年は年間に
1,000 件しか甲状腺がんの手術はしていません。
ところが急激に増えてきて最後の 2013 年はグ
ラフにも描きこめないほど増えたのでグラフの棒
が 4 つになっています。大変な速さで年間 4 万
件の手術が行われています。12 年間で手術が
40 倍になったのです。これはまずい、これは過
剰診断だと気がついた 4 人の有名な研究者がテ
レビに出て、これは過剰診断だから止めなさいと
訴えて社会問題化したところ、外科医たちがパッ
と手を引いて切りませんとなって即座に手術件数
が半分になりました。切ったらダメと言われたら
即減るということで、「なんやねん？」というこ
とです。
　そういうわけで早期発見をやればやるほど過剰
診断はどんどん出てきます。国の検診プログラム
に入らなくても勝手に出てきます。発見効率が高
いからという理由だけで手を出したら絶対にいけ
ない。嗄声というのはカラオケで歌が歌えないと
いうだけではなく誤嚥性肺炎の原因になります。
年間 4 万人の 2％ですから、800 人が嗄声にな
るので、その内の何百人が誤嚥性肺炎で命を失っ
たのかという話になるので恐いなという話です

（スライド 43）。

スライド 41　韓国の状況―甲状腺がん罹患・死亡数
スライド 42　韓国の状況―甲状腺がんの手術件数推移
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スライド 43　過剰診断は…

スライド 44　過剰診断の正しい理解

スライド 45　大腸内視鏡検査に伴う偶発症・事故　H.G.Welch さんの本は日本語訳が出されてい
ますのでお読みなりたい方は読まれるといいと思
いますが、どのような病変が致死的ながんに移行
するかは臓器によっては不明です。ただし生命予
後の短いと考えられる高齢者に検診を提供するこ
とは過剰診断につながるので止めましょうと書い
てあります（スライド 44）。

年齢とがん検診

　年齢とがん検診の話です。スライド 45 はアメ
リカの論文で大腸内視鏡検査に伴う事故の発生率
です。腸に穴が開く穿孔、出血する、輸血しなけ
ればいけないというのは、年齢が上がるにつれて
どんどん増えています。検査による「穿孔・出血・
輸血」のリスクは、1,000 人当たり、66 ～ 69
歳で 5 人だったのが、85 歳以上は 12.1 人にな
ります。食事制限をして下剤をかけて便をたくさ
ん出させて脱水になるので脳梗塞、心筋梗塞のリ

スクは高いのですが、なんと 85 歳以上は 1,000
人当たり 31.8 人と高くなっています。歳をとっ
てくると検診を受けるのは、一か八かです。私は
大丈夫、去年も受けたから大丈夫とみなさん言わ
れるのですが、恐いですね。
　スライド 46 は、人口動態統計からとったもの
です。何歳の時にどの病気で亡くなるかというも
のです。がんは恐い病気ですが、半数ほどががん
で亡くなるのは 65 ～ 69 歳です。会社勤めの人
は定年を終えてこれから遊ぼうかという時がいち
ばん心配です。80 歳を過ぎるとがんで亡くなる
方はどんどん減ってきて85歳以上では2割です。
残りは何かと言いますと心疾患や肺炎という形に
なるので、気に掛けることが違うのではないかと
思います。がんのことばかり心配してもだめです、
がんで亡くなる方は 2 割しかいないのです、他の
ことを考えませんかというのが大事なところです。

スライド 46　年齢階級別の主な死因
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　スライド 47 は辛いデータです。読みたくない
人は捨ててください。アメリカの USPSTF（U.S. 
Preventive Services Task Force: 米国予防医療
サービス専門作業部会）という予防に関するガイ
ドラインを出しているところが一般の人向けに出
した前立腺がんの PSA 検診の利益と不利益のバ
ランスに関する強烈なメッセージです。このガイ
ドラインではお医者さんと相談して受けたければ
受けてもいい、しかし勉強してねと書かれていま
す。1,000 人の人が前立腺がんの PSA 検診を受
けると 240 人に異常値が出て、100 人が直腸か
ら細胞を取って生検をします。80 人が手術か放
射線治療を受けますが、60 人は尿漏れか勃起不
全になります、オムツです。3 人のがんの進行を
抑える可能性があり、1 ～ 2 人のがん死亡を減
らしますということです。「エッー」と思いませ

んか。これは実はもっと以前に明らかにされてい
たのですが、さすがにアメリカでもインパクトが
強すぎたのか公開が隠されていて、探すのに苦労
しました。こんなものを目の当たりにすると「受
けるかアホッ！」という感じなります。現実に計
算するとこういうことになります。諸手を挙げて
推奨するようなものではなく、推奨レベルは非常
にギリギリの「C」で、よく考えて受けたければ
受けてくださいというものです。受けるとこうい
うようなすごいシナリオになります。したがって
あまり期待をかけない方がいい。不利益は思った
よりも大きいということは理解していただいた方
がいいと思います。
　スライド 48 は年齢の話です。54 歳までは女
性の方ががんに罹りやすく、男性は、だいたい定
年が近づいてきたところからがんが急に増えてき

スライド 49　20 ～ 24 歳で罹るがん

スライド 50　55 歳以上は男性の方ががんに罹りやすい
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スライド 48　 20 歳～ 54 歳は女性の方ががんに罹りやすい

スライド47　 前立腺癌のPSA検診での利益と不利益バラ
ンス（USPSTF（2018） Screening for 
Prostate cancer）

45がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～ 　

29年度�ンサ�イ�ー.indb   45 2019/03/30   8:30



スライド 51　がんに関する男性と女性、年齢 でやっているところが多いのですが、それは意味
がありません。20 歳は胃がんはほとんどありま
せん。それよりも子宮頸がんをきちんと受けて、
乳がんが問題になってくる年齢になったら乳がん
を受けるという方がよほど理にかなっているとい
うことです（スライド 51）。

がん検診に関する Q&A

　最後ですが、よく質問されるところを Q&A と
して勝手にまとめてきました（スライド 52）。「20
～ 30 歳代は乳がん検診がなぜ受けられないので
すか？」ですが、20 ～ 30 歳代に対して乳がん
検診を評価した研究は世界のどこにもありませ
ん。なぜかと言いますと、20 歳代の乳がんは日
本では 10 万人に 1 人と非常にまれです。30 歳

スライド 52　がん検診での Q&A

■ 20～30歳代は乳がん検診がなぜ受けられないのですか？
– 20～30歳代に対して乳がん検診を評価した研究は世界中にありま
せん。

– 20歳代の乳がんは10万人に1人とまれです。
30歳代の乳がんは数千人に一人の割合で、交通事故の死亡割合と
同じです。（40歳代は400人に1人）

■ 乳がんの超音波検診が、マンモグラフィーよりもよいと聞きましたが？
– 40歳代に対してマンモグラフィーと超音波を併用した方と、マンモ
グラフィー単独の方を比較した研究（J-START）は、まだ2回目の検
診までの成績しかでていません。最終成績までは10年近くかかりま
す。

– 超音波がマンモよりよい というのではなく上乗せしてどうか？と
いう研究です。

– 超音波の特別な研修を受けた機関の成績で、｢超音波ができるすべ
ての機関｣の成績ではありません。

■ 20～30歳代は乳がん検診がなぜ受けられないのですか？
– 20～30歳代に対して乳がん検診を評価した研究は世界中にありま
せん。

– 20歳代の乳がんは10万人に1人とまれです。
30歳代の乳がんは数千人に一人の割合で、交通事故の死亡割合と
同じです。（40歳代は400人に1人）

■ 乳がんの超音波検診が、マンモグラフィーよりもよいと聞きましたが？
– 40歳代に対してマンモグラフィーと超音波を併用した方と、マンモ
グラフィー単独の方を比較した研究（J-START）は、まだ2回目の検
診までの成績しかでていません。最終成績までは10年近くかかりま
す。

– 超音波がマンモよりよい というのではなく上乗せしてどうか？と
いう研究です。

– 超音波の特別な研修を受けた機関の成績で、｢超音波ができるすべ
ての機関｣の成績ではありません。

■ 去年大腸内視鏡検査を受けて、何もないと言われていますが、今年の便
潜血で陽性の結果でした。便の再検査ですませたいのですが？

– 家族性ポリポーシスなどの特殊な病気が無い限り、ポリープも何も
ないきれいな大腸（クリーンコロン）状態で、毎年内視鏡検査をす
る必要ありません。

– 便潜血は1回1回の感度は低い検査なので、陽性のあとの再検査の
意味はありません。

■ 20歳代ですが、職場で胃がん検診を受けることができますが？
– 基本的に受ける必要はありません。がんがゼロということはありま
せんが、かなりリスクは低いものです。

■ 75歳です。昨年萎縮性胃炎と言われて、ピロリ菌の除菌をし、成功しま
した。もう胃がん検診は受けないでいいですか？

– 除菌をすると炎症が治まれば胃炎は少しづつよくなりますが、ご高
齢の場合、完全に元には戻りません。胃がんのリスクは小さくなり
ますが、ゼロにはならないので検査をうけておきましょう。

■ 去年大腸内視鏡検査を受けて、何もないと言われていますが、今年の便
潜血で陽性の結果でした。便の再検査ですませたいのですが？

– 家族性ポリポーシスなどの特殊な病気が無い限り、ポリープも何も
ないきれいな大腸（クリーンコロン）状態で、毎年内視鏡検査をす
る必要ありません。

– 便潜血は1回1回の感度は低い検査なので、陽性のあとの再検査の
意味はありません。

■ 20歳代ですが、職場で胃がん検診を受けることができますが？
– 基本的に受ける必要はありません。がんがゼロということはありま
せんが、かなりリスクは低いものです。

■ 75歳です。昨年萎縮性胃炎と言われて、ピロリ菌の除菌をし、成功しま
した。もう胃がん検診は受けないでいいですか？

– 除菌をすると炎症が治まれば胃炎は少しづつよくなりますが、ご高
齢の場合、完全に元には戻りません。胃がんのリスクは小さくなり
ますが、ゼロにはならないので検査をうけておきましょう。

ます。
　女性の場合、若い 20 ～ 24 歳で罹るのはほと
んど子宮頸がんだけです。ここで乳がんに関心を
抱かれて乳がん検診を受けるのはやや問題で、乳
がんは図にあるようにわずかしかありません（ス
ライド 49）。
　55 歳以上になりますと
男性が一気に罹りやすく
なってきます（スライド
50）。
　おもながんは、胃がん、
肺がん、大腸がんが 55 歳
以上の男性には増えてきま
す。女性に関しては、最初
は子宮頸がんが多かったの
ですが、それが減り始めた
ら乳がんが増えてくる。遅
れて大腸がん、肺がんが増
えてくるので、全部勝負す
るのはやや意味がない。ラ
イフステージに合わせてど
のがんに気を注いで、どの
検査を受けたらいいかをよ
く知っておかなければなり
ません。今は企業の検診で、
20 歳になったら胃がんな
り肺がんなりを全部セット
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代の乳がんは数千人に 1 人の割合です。これは
交通事故の死亡割合と同じです。昔は交通事故で
亡くなる方は、近所にいっぱいいたと思いますが、
今は大変減ってきていますが、そもそも交通事故
のために外を歩くのにいちいちヘルメットはしま
せん。40 歳になったら 400 人に 1 人ですから、
こうなると完全に自分のリスクになりますが、
30 代は数千人に 1 人ですから早すぎます。数千
人と言いますと同級生の女性に数千人はいませ
ん。そのぐらいの確率です。
　「乳がんの超音波検診が、マンモグラフィーよ
りもよいと聞きましたが？」というのもよく質問
されます。40 歳代に対してマンモグラフィーと
超音波を併用した方と、マンモグラフィー単独の
方を比較した研究として「J-START」というのが
あります。ただこれは論文が 1 つ出ただけで、
まだ 2 回目の検診までの成績しか出ていません。
最終成績まではまだ 10 年近くかかります。
　この研究は、超音波がマンモよりよいというも
のではなく、超音波をマンモに上乗せしてはどう
かという研究です。ちなみに超音波の特別な研修
を受けた技師さんなり、お医者さんの成績で、そ
のあたりの超音波ができる開業の先生の話ではあ
りません。超音波の乳がんの見落としというのは
山ほどあります。そんな超音波検査を過信して、
超音波の検診を始めますというのは完全な間違い
で、それをやるとたくさんの見落としが出るとい
う話になります。
　それから「去年大腸内視鏡検査を受けて、何も
ないと言われていますが、今年の便潜血で陽性の
結果でした。便の再検査ですませたいのですが？」

ということで、これもよくあります。たとえば家
族性ポリポーシスという 100 個ぐらいポリープ
ができてしまう特殊な病気があるのですが、そう
いう家系でない限り、ポリープも何もないきれい
な大腸（クリーンコロン）状態の人は、毎年内視
鏡検査をする必要ありません。
　したがってこの人はそもそも大腸がん検診を受
ける必要がなかったというのが正解です。便潜血
検査というのは 1 回ごとの検査の感度は非常に
低く、30 ～ 40％しかありません。しかしこれ
を毎年やっていくと全体として 10 年間並べると
90％というような話になりますから、陽性のあ
とにもう一度再検査をしても陰性になる可能性が
かなり高いので、あまり意味はありません。
　それから「20 歳代ですが、職場で胃がん検診
を受けることができますか？」ということですが、
基本的に受ける必要はありません。がんがゼロと
いうことはありませんが、かなりリスクは低くて、
何 10 万人に 1 人というものです。
　「75 歳です。昨年萎縮性胃炎と言われて、ピ
ロリ菌の除菌をし、成功しました。もう胃がん検
診は受けないでいいですか？」ということで、こ
れもよく聞かれますが、除菌をすると炎症が治ま
れば胃炎は少しずつよくなりますが、ご高齢の場
合、どうしても修復力は弱いので完全に元には戻
りません。胃がんのリスクはかなり低くなります
が、ゼロにはならないので、そこそこ内視鏡検査
などの検査は受けておいた方がいいでしょうとい
うことです。
　以上で講演を終わります。

47がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～ 　

29年度�ンサ�イ�ー.indb   47 2019/03/30   8:30



■ 高橋　どうもあり
がとうございました。
最初のメガ盛りのスラ
イドの意味がよく分か
りました。先生は検診
施設から恨まれたりし
ませんか。

■ 中山　恨まれてい
ます。腫瘍マーカーの
話を産業医の研修でや
ると会場の 500 人ぐ
ら い の 先 生 方 が

「えっー、知らなかっ
た」となります。

■ 高橋　どこからでもけっこうです。どういう
切り口でもいいのでご質問をどうぞ。

PSA 検査は不要なものか

■ 参加者 G　先生どうもありがとうございまし
た。PSA 検査はびっくりしました。どこかのセ
ミナーで講師の先生が、50 歳の時の PSA 値があ
なたの基準値で、そこからどのくらい上がってい
くか知っておいてくださいと言われて、そういう

ものだと思っていました。今日の先生のお話を聞
いた印象では、PSA は無駄な検査だと思いまし
た。ただ先生は完全に無駄だとは言っているので
はなく、「無駄ということではないが……」とい
うのが、正直な私の印象です。今日は「PSA は
無駄」ということで持ち帰りたくないので、改め
てどういうものかという質問です。

■ 中山　先ほど申しあげたように前立腺で亡く
なる方はいるのですが、それを大幅に上回る何百、
何千人という、本当に治療が必要かどうか分から
ない人を PSA 検査で見つけているということが
あります。そこをどう回避すべきかということで
すが、まだ世の中的には研究をしているところで、
どうやってこの方は亡くなるのか、これは性質が
良いものなのかということを見分けている最中で
す。誰がその前立腺がんの悪いものに罹るのか分
からないので、そのへんのところまで考えて受け
られるのならいいと思います。とにかく受けるの
であれば、よくよく勉強するということと、もし
もオムツの生活になった時にどうするのかという
ことまで考えて受けることです。若い方で、55
歳ぐらいでオムツになって会社を辞めたという人
をみたことがあります。また奥様との 1 週間に
1 回の愛を叶えられなくなったということでうつ
病になったという方もみたことがあります。

質疑応答
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■ 参加者 G　よく勉強します。ありがとうござ
いました。

■ 高橋　はい次の方。

胸部レントゲン検査の評価

■ 参加者 H　今日は貴重なご講演をありがとう
ございました。ここにおられる方は、ほとんどの
方が胸のレントゲンを撮っていると思いますが、
あの検査についてはいかがですか。止めたという
国もあると聞いていますが。

■ 中山　もともと肺がん検診としてやっている
国はほとんどなかったのですが、私はその研究を
一生懸命にやってきた一人です。きちんとやれば
そこそこの効果はあるし、タバコを吸わない方に
関しては、速度の遅いがんが出やすいのでそれな
りに効果は高いと思います。今は女性の方の肺が
んの死亡率がだんだん減ってきています。それは
おそらく検診の効果だろうと思っていますが、た
だスライド 10（31 ページ参照）でお示しした
ように事件が起こっているのはたしかで、とんで
もないお医者さんが読影している場合は、そうい
うことが起こっています。
　お医者さんだから胸のエックス線が読めるかと

いうと、そんな甘い期待は絶対に持たないでくだ
さい。胃の内視鏡検査は、消化器の先生以外はや
りません。子宮頸がんに関しては婦人科の先生以
外はやりません。一方、胸のエックス線に関して
は機械を買いさえすれば誰でもやれます。へたし
たら眼科の先生がやるかもしれない。
　私が卒業した 30 数年前は肺がん読影の授業は
ありませんでした。卒業して研修医のころに週に
1 回、肺がんの専門の先生に教えてもらったこと
があります。それは呼吸器内科があったからです。
ですから医師の資格を持っていても、ほとんどが
肺がんを見たこともない状態で医学部を卒業しま
す。卒業後も勉強するところもありませんでした。
　したがってそういう人に巡り合わないようにと
いうのが本当のところで、ご自分で受けようとさ
れるなら、この病院の専門は何ですかと聞いても
らってからがいいと思います。

■ 高橋　おそらく多くの方々が、今、頭の中に
思い浮かべているのは、「良い検診施設をどうやっ
て選ぶか」ではないでしょうか。それについて先
生はどうお考えですか。

■ 中山　そもそも人間ドックのようなところで
医師の名前や専門を表示をしているところはほと
んどないですね。そこはやはり確認をした方がい
いと思います。ただ、専門医だから安心してよい
かと言いますと、その資格は、勉強をしたとか、
何年間か学会にいたという資格であって、技術を
保証するものではけっしてないのです。今回読影
ミスをした事件は、放射線科の専門医がまちがっ
たのだと知り、僕は本当にショックを感じていま
す。専門医の資格を取っても、全然、読影力がな
いことが分り、関係者一同、頭を抱えているとこ
ろです。
　胸部エックス線など昔からある検査方法に関し
ては、若い先生は興味・関心がないので、まった
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く信用ができません。それで困っているところで
す。

進行速度と発見時の状態

■ 高橋　はい、どうぞ。

■ 参加者 I　ありがとうございました。早期発見
と進行速度というお話がありましたが、この進行
速度が臓器によって違うということは、同じ遺伝
子でできている 1 人の身体でも、臓器によって
変異の入り方が違うのか、それとも何か環境に
よってそうなっているのか、どう理解したら良い
のでしょうか。

■ 中山　たとえば肺がんで、同じ人の右の肺と
左の肺に同時にがんが見つかっても、片方が 5
年前にできて、こちらは今というように進行速度
が違う場合があります。それはたとえば遺伝子の
変異が左右の肺で違うところに起きたということ
で進行速度が変ってしまうのかもしれません。全
部同じ遺伝子で、同じところをやられるというの
は、実はあまりなさそうで、速いもの、遅いもの
というのが同じ人にも出てくるということだと思
います。したがって 1 回だけちょっと診て、こ
の人のがんは遅いですねと言うのは難しい話で、
何回か診ないと速いか遅いか分からないという話
です。ただ、がんと指摘された人からすると早く
何とかしたいという話なのでどうしても切ってし
まいがちになります。

■ 参加者 I　もうひとつなのですが、マスコミ情
報で、中村獅童さんが肺腺がんで早く見つかり
治ったというニュースが出た後ぐらいに、野際陽
子さんがそれで亡くなられたと聞いてしまうと、
中村獅童さんがメガ盛りしたのではないかと思っ
てしまうのですが、そこは何かからくりがあるの

でしょうか。

■ 中山　きっとあるでしょう。野際陽子さんは
ヘビースモーカーだという話ですから見つかった
時にはかなり進行していた可能性はあります。中
村獅童さんのような人は毎年、人間ドックを受け
ていたのだろうと思いますから、おそらくかなり
の早期発見であったのだろうと思います。ただ詳
しくはあまり知りません。

■ 参加者 I　ありがとうございました。

遺伝性のがんについては今後の研究や体
制整備を待つ

■ 高橋　はいそれではお隣の方どうぞ。

■ 参加者 J　今日はありがとうございました。
会場にはがんサバイバーの方がおられると思いま
すが、私は網膜芽細胞腫という眼の小児がんのサ
バイバーで、がんの基礎遺伝子の欠損があること
が分っている病気です。子どものころのがんなの
で寛解率は高いがんですが、大きくなると晩期合
併症と 2 次がんに気をつけなさいとは言われて
います。ただ、今のところ国内にはそれをフォロー
アップする仕組みがありません。同じ病気になっ
た成人の方の話を聞いていると胃が痛いと内視鏡
検査を受けたり、お腹が痛いと言って検査を受け
たり、30 代でポリープが見つかったり、40 代
で胃がんが見つかり摘出したりしたという話もチ
ラホラ聞いています。検診精度は低くてもリスク
が高いサバイバーの人にとっては、ある程度、定
期的に受けることが安心料ではないのですが、早
期発見と精神的な安心にはつながるのかなと思う
のです。そういう家族性の腫瘍、遺伝性の腫瘍、
あるいはすでにがんを経験している人たちがフォ
ローの検診を受けるのは、どういう基準で考えた
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ら良いのかお考えをお聞かせください。

■ 中山　本当のところを言いますとデータがな
いというのが本音です。たしかにがん抑制遺伝子
の関係で発がん率は高いのですが、それがどのく
らいの頻度で、何がんに出てくるのかは、やはり
かなり数を集めて調べてみないと分からない話な
ので、そこは他人任せにするようですが、希少が
んセンターの方でまとめていただく形になるのか
なと思います。
　たしかに今日は言いませんでしたが乳がんで
BRCA 遺伝子が変容している人にどうやって何を
するのかということに関しても今日お話したとこ
ろとはまったく違うレベルの話で、個別の話にな
ります。そこについては世界的にも何も決まって
いません。特別な、たとえば遺伝子の異常があっ
たら MRI で毎年乳がんの検査をしたらいいとい
うこともアメリカでは言われていたりするので、
そのへんはこうですという決まった話としては、
今の段階では申しあげられないのです。

■ 参加者 J　高橋先生にもお聞きしたいのです
が、サバイバー支援をやっている中で、そういう
悩みや相談はいくつかあると思うのですが、それ
に今後、がん研究センターや国を含めて何か対応
していく可能性についてお聞きしたいのですが。

■ 高橋　2 次がん、3 次がんのスクリーニング
は、これだけがんと診断される方が増えてきて、
経済効率も考えねばならない中、サバイバーシッ
プ研究の本当に重要なテーマのひとつです。でも、
今お話にあったように、なにしろまだまだデータ
がありません。ただこれが超重要課題だという問
題意識は世界的に高まっているので、今後進んで
いくと考えています。

■ 若尾　サバイバーシップということではなく、

小児がんということで
考えますと、今お話に
あったように長期フォ
ローアップができてい
ないということは、国
の方でも課題として考
えています。2018 年
7 月 31 日に小児がん
拠点病院とがん診療連携拠点病院と連携、とくに
フォローアップのところでしっかりつなぐように
しないといけないという通知が厚労省から出され
ています（がん診療連携拠点病院等の整備につい
て：厚生労働省健康局長通知、小児がん拠点病院
等の整備について：厚生労働省健康局長通知）。
昨日もある NPO の会合で長期フォローアップの
ところで、患者さんが自分のサマリーを持ち、そ
れをしっかり医療者に伝えて、医療者が患者さん
の病歴によってフォローアップの間隔などが分か
るように、システムとしてサポートするような研
究が紹介されていました。そういうものが今、進
められていて、そこが足りていないというところ
は分かっています。
　また小児がんの患者さんは、子どもの時のこと
ですから親御さんから正確に伝えられていないと
いうこともあり、そこは伝えてもらって自分の情
報を持ったうえで、医療者と相談し、医療者もそ
こに応えられるような体制を今後作っていくとい
う課題に取り組み始めたところです。まだまだ先
の話ですが、そういうことの検討が進められてい
るというところです。

■ 高橋　ありがとうございました。がんのスク
リーニングだけではなく、長期合併症や、ある程
度時間が経ってから新たに出てくる晩期合併症に
ついてもフォローアップは大事なテーマだと思い
ます。
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腫瘍マーカーを測る意味

■ 参加者 K　今日はありがとうございました。
私は乳がんサバイバーです。再発・転移を早期発
見することに意義を感じられず腫瘍マーカーを測
るのをやめたのですが、みなさんは早く見つけた
いのか腫瘍マーカーを調べている方が多いです。
それについて先生ご自身は意義のあることとお考
えか、どのように思われているでしょうか。
　また再発・転移を探す時に腫瘍マーカーを使用
しますが、腫瘍マーカーに影響しやすい物質があ
ると数値が高くなって見つかりやすくなるものが
あるのか、そういう素朴な疑問があるのですが、
そういうものがあるのかご質問させていただきま
した。

■ 中山　お医者さんの立場からすると再発を早
く知って、何とか少しでも早くという考えなので
しょうが、それを患者さんの立場でどう受け止め
るかということで、そこはもう確率の話です。
80％、90％の生存率であれば再発率は 10％と
か 20％になるので、そこは知らんふりをしてお
きますというやり方は、「あり」だと思いますので、
そこで無理をして腫瘍マーカーを測らないという
やり方は、私は共感します。
　腫瘍マーカーが上がりやすいというのは、転移
をしてから測る場合がけっこうありますので、そ
れだったら症状が出てから測るという対応の仕方
も「あり」かなと思います。

■ 参加者 K　再発・転移を見つけると言います
か、腫瘍マーカーを毎回測る意味ということでは、
3 ヵ月ごとの検診で毎回測っている人もいまし
て、私も当初はそうしていたのですが、お金もか
かりますし、先生はどう考えられますか。

■ 中山　あまり必要ないと思います。あまり細

かいことまでみなさん考えないので、へたしたら
毎月測りたいと思っている人の方が多いと思いま
すが、その意味がどこにあるのかということです。
そういう時に海外では、どのくらい効果が上がる
のかということを計算で出したりします。日本で
はそういった研究はないので何となくやられてい
るということです。

■ 参加者 K　ありがとうございました。

PET － CT 検査の考え方

■ 高橋　それでは最後の質問にまいります。

■ 参加者 L　PET-CT 検査の有効性についてう
かがいたいのです。私は多重がんなのですが、2
つめのがんが唾液腺の希少がんで、良性だろうと
言われて切除したのですが、結局悪性だというこ
とが分り、そこから PET が始まりました。手術
をして 1 年後の検査でまた PET。今度は 2 年目
を迎えるのですが、3 年目を迎えるとまた PET
という話なのですが、子宮のがんの時はそれほど
やらなかったのでどうなのだろうと思っていま
す。リスクのあることは分かっているので今は
迷っていて、ご意見をお聞かせください。

■ 中山　PET が導入された時に、NCC に研究
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班があって、私もそのメンバーとして PET の研
究にも携わったのですが、臓器によってやはり出
やすいところと出にくいところがあって、おそら
く婦人科のところは全然効果があがらないと思う
のであまり行われていませんが、首回りのところ
は異常が早く出やすいのというのはたしかです。
とくにルビエールリンパ節といういちばん奥のと
ころは CT でも難しいので、それを見たいのでそ
ういう検査をしておられるのだと思いますが、あ
なたが罹られたがん自体で PET-CT でどのくら
いの検出力があるのかないのかは、たぶんデータ
がないと思いますから、やる意味があるのかない
のかは、ちょっと先生とよく相談してみた方がい
いかもしれません。普通の造影 CT や MRI 検査
の方がいいかもしれませんが、あとはコストの問
題がけっこう大きくて、そのへんでもよくご相談
してもらった方がいいのかもしれません。

■ 高橋　ありがとうございました。あっという
間に 30 分過ぎてしまいましたが、本当に、検診
についてはこれはどうなのだろうかという疑問が
尽きないですね。やはり自分の価値観も含めて
色々考えていくことが大事なのだなということが
伝わりました。先生には、最後に一言メッセージ
をお願いします。

■ 中山　今日の話は若干難しかったかなと思い
ます。今まで聞かれていたこととまったく違う話
をしたと思いますが、あまり無茶な期待を検診と

か検査に投げ掛けない方が良くて、これは本当に
何の意味がありますかという話をちゃんとお医者
さんや施設に聞いていただいた方がいいと思いま
す。人間ドックなどを受けておられる方は、そこ
の先生は何科が専門かを聞いた方がいい。消化器
が専門で胸のレントゲンをされていた方はたぶん
いないと思います。ずっと研究をしてきてからリ
タイアして人間ドックに勤める人がいないとも限
りませんので、そのへんを確認してからお受けに
なられた方がいいと思います。僕は東京に来て
4 ヵ月ですが、東京の人たちはみんな人間ドック
を受けるのが好きなのだということがよく分かり
ました。そのへんは大丈夫かどうかよく確認をさ
れた方がいいなと思います。長々としゃべりまし
たが最初の写真や最後までたくさん写真を見てい
ただきお腹も空いたでしょうから築地でおいしい
ものを食べて帰ってください。

■ 高橋　どうもありがとうございました。大き
な拍手をお願いいたします。＜拍手＞
　次のイベントは、10 月 23 日に月島区民館で
公民館カフェを開きます。がん治療とお金の話で
す。この会場でやる次のオープンセミナーは 12
月 17 日の予定です。そのテーマは、先ほど長期
合併症、晩期合併症の話が出ましたが、がん治療
が一段落してかなり時間が経ってから出る心臓の
機能障害の話です。順天堂大学の佐瀬先生にお話
いただきますのでぜひご参加ください。本日はご
参加どうもありがとうございました。＜拍手＞
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「第14回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　129名
平成30年9月12日（水）実施 回答者 109名（回答率　84.5％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

がん患者としてカムアウトしてから、知人・友人から健診/検診について意見を聞かれることが多くなりました。今日のセミナーで得
た知識で、これまでより少しは適切なこたえができるようになるかな、と思いました。

「メガ盛り」でないというフレーズ、とても印象に残りました。実際、がん検診も昔と比べて少なくなっていることに不安をいだいてい
ましたが、本当に必要な時に必要な検査だけをすれば良いのだと改めて学ぶことができてとても有意義でした。ありがとうございま
した。

企業内保健師です。会社は、がん検診（人間ドック）の若手化をすることが社員のためと思ってやめません。私たちが、不要だと強
く訴えられる情報が得られました。ありがとうございました。

参加者の感想（自由記述）

確かに自分もそう思っていたという思い込みの話しから、お話が展開していて、とても分かりやすかったです。自分はどうしようか、
家族はと考えるとても良い機会となりました。ありがとうございました。

特に前立腺がん検診について、理解を深めることができました。

義父への無理な検診について考えをあらためた。サバイバーの方への長期フォローアップについて今後きいていきたい。

検診の意義についてよく理解できました。ありがとうございました。
分かりやすいお話でした。年齢に合った検診が大切だとわかりました。

とてもわかりやすかったです。専門医≠すぐれた読影力にびっくり。たとえがんでも恐れることはない。神経過敏にならず、必要な
時期に必要な検査を…心がけたいです。乳がんは未知なことが多いのですね。10年のフォローアップ検査でひっかかって少しあ
わてたあとだったので…

サバイバーとしての検診のあり方に関心があり、専門拠点病院ばかりではないことにも目を向けて欲しい。

本日はありがとうございました。検査での検出力の低さに驚きました。今後の健診や検査の参考にさせていただきたいと思いま
す

治療と仕事の両立をする場合の企業や産業保健スタッフのできること、やるべきことは、どんなことか。本人はどのような支援を受
けたいのか。知りたい。

「遺伝子検査の現状と問題点」「線虫とがん検査」についてセミナーを開催して欲しい。
サバイバーのフォローアップ（検診）を重点的に行ってほしい。

開催に関する希望（自由記述）

個人的に乳がん新薬。がんセンター病院ゲノムの話をききたい。（ゲノム治療の展望＆有効性→普遍性？まで）（登録義務制？）

がん検診について大変よくわかった。早期発見が重要かと思っていましたが、それほど単純な話ではないというところが大変興味
深かった。

大変難しい内容を、本当にわかりやすく（そして楽しく）お話しいただいたと思いました。ありがとうございます。特に「過剰診断」に
ついては大きな問題だと感じています。これからも意識をしっかりもって、情報と接していきたいです。

講師の先生との距離が近く、アットホームでとてもほっとした学習会でした。

ホントにわかりやすくて、良く理解できた（つもり）。わすれないうちに頭の整理をして友人とか家族にも教えてあげたいです。
2次がんに関する研究が進むことを願っています。数値が示されると検診のメリット・デメリットが分かりやすいですね。自分の人間
ドックの見直しをしようと思います。

36.2% 13.5%
2.2%
6.5% 11.4% 4.9% 13.5%

受付登録者143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

71.6% 16.5%
0.0% 0.0%

11.9%
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

47.7%
16.5%

3.7%
6.4%

17.4%
11.9%

10.1%

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）

62.4%

7.3%

4.6%

26.6%

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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　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。

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～

メインテーマ

2018 年 12 月 17 日
18 時～ 19 時 30 分

新研究棟セミナールーム AB　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

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

開会の挨拶

第 15 回　がんサバイバーシップオープンセミナー
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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。

佐瀨　一洋
順天堂大学大学院 臨床薬理学 教授／早稲田大学 医療レギュラトリーサイエンス研
究所招聘研究員／循環器専門医・総合内科専門医・認定産業医・希少がんサバイバー

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～

スライド 1　救命の連鎖（Chains of Survival）
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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
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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
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　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
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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、70 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、68 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、65 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（72 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（62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、74 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、67 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（74 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、73 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、64 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、63 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、
63 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＞

83質疑応答　

29年度�ンサ�イ�ー.indb   83 2019/03/30   8:31



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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　みなさま今晩は。第 16 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ありがとう
ございます。
　今日のタイトルはとても刺激的なのですが「統
合医療は信用できるか～信頼できる情報の探し方
～」です。実際に治療に向き合っているご本人や、
あるいは伴走しているご家族の方は、そもそも統
合医療とはどこまでを言うのか、どう選んだらい
いのか、信用できるのかなど、色々な疑問をお持
ちだと思います。
　本日は日本薬科大学薬学部漢方薬学分野分野長

の、新井一郎先生にお話をいただきます。
　進行はいつもと同様、新井先生に 1 時間お話
をいただき、その後、まるまる 30 分、ザックバ
ランな質疑応答をいたします。
　本日の参加者は半分ぐらいがご本人やご家族で
す。また、本日は全体の 1 割ほどが国立がん研
究センターのスタッフです。医療者、臨床現場で
統合医療に関するさまざまな質問に向き合ってい
るものと思います。
　それでは新井先生どうぞよろしくお願いいたし
ます。

統合医療は信用できるか
～信頼できる情報の探し方～

メインテーマ

2019 年 1 月 16 日
18 時～ 19 時 30 分

新研究棟セミナールーム AB　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

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

開会の挨拶

第 16 回　がんサバイバーシップオープンセミナー
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はじめに―自己紹介をかねて

　みなさん今晩は。日本薬科大学の新井です。今
回は、統合医療について話させていただきます。
　統合医療についてはみなさんの関心が非常に高
いと聞いております。しかし、同時に、統合医療
は、よく分からないと思われている方が多いと思
います。本日の私の話でそれがスッキリ解決する
とは思っていませんが、これから色々な書物や新
聞やテレビなどで統合医療のことをご覧になる時
に、参考になるようなことが少しでもあればいい
と思っています。
　私は大学を出た後に 30 年ほど漢方薬の会社で
漢方薬の研究などを行っていました。5 年ほど前
に大学に転職し、現在は、薬学生に漢方を教えて
います。大学に移る少し前からは、漢方薬や健康
食品を含む、本日のテーマである統合医療全般の
調査・研究を行ってきています。
　製薬会社の出身ですが、今は特にそことは関係
はありません。また統合医療をやっている特定の
団体とも関係はありません。この分野においては、
中立的な立場で話せる人間だと思っています。

統合医療を求める人はなぜ減らないのか

　みなさん、アップル社のスティーブ・ジョブス
のことは、ご存じかと思います。生きていれば私
と同じ歳です。彼は、すい臓がんで亡くなりまし
た。すい臓がんは、通常、発見が遅く、致死率が
高い病気ですが、彼のすい臓がんは治療可能な種
類のがんであったと言われています。しかし、彼
は、がんが発見されてからも、9 ヶ月間、通常の
治療を行わず、そのかわりに、完全菜食主義、鍼、
植物療法、心霊療法、ジュース・ファスト（果物
ジュース・野菜ジュースのみを栄養源とし、他の
食物の摂取を絶つ療法）、腸管洗浄などを行った
そうです。多くの専門家は、彼は、がんが発見さ
れた時にすぐに通常の医療を受けていれば助かっ
た可能性が高かったと考えています。つまり、代
替医療を行っていたために、その間にがんが進行
し、手遅れになったということです。日本でも、
小林麻央さんや川島なお美さんががんで亡くなら
れた時に、代替医療を行っていたことが、週刊誌
などでとりあげられました。こういうものを新聞
や雑誌などで読み、代替医療は恐いものというイ
メージの方もおられると思うのですが、代替医療
を求める方は一向に減らないというのが現状で
す。
　スライド 1 は、代替医療を求める方が、なぜ、
なくならないのかに関する私の考えです。現在の
医療は、残念ながら、患者さんを 100％満足さ

新井　一郎
日本薬科大学薬学部漢方薬学分野分野長教授
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スライド１　代替医療を求める人はなぜいなくならないのか

せられません。現代医療への不満の裏返しとして、
患者さんは統合医療を求めていると私は考えてい
ます。100％の完璧な医療は、ないのが当たり前
なのですが、自分が患者になったり、家族が病気
になったりした場合は 90％よりも 95％、95％
よりも 99％効くものがきっとあるはずだ、ある
ならばそれを受けたいというふうに考えてしまう
ことは理解できます。
　またよく言われるのですが、1 時間待って 3
分間しか治療してもらえない、医師は自分の話を
真剣に聞いてくれないという患者の思いがありま
す。とくに統合医療などの話をすると、そんなも
のはエビデンスがないから止めた方がいいと一言
で言われておしまいという方が多いので、逆に医
師に隠れて統合医療の方に行ってしまうというの
が、今の日本の現状ではないかと思います。
　「青い鳥症候群」という言葉があります（スラ
イド 2）。青い鳥を探しに行ったら、結局、青い
鳥は自分の近くにいたという物語です。患者さん
も現代の西洋医学よりも何かもっと良いものがあ
るはずだと思い、本を見たりして、ネットで探し
たりするのですが、結局は現代医療がいちばん良
かったという結論になってしまう。それが現状だ
と思います。
　「ドクターショッピング」は別名、青い鳥症候
群と言われているそうです。これは、患者が 1
人の医師の診察では満足できずに色々な医師を回

ることです（スライド 3）。患者は、何を求めて
いるかと言いますと、自分はこういう病気であっ
てほしいという思いがあり、そのことを言ってく
れる医療者が現れるまで色々なところを訪ねると
いうことです。統合医療を次々に行うのもそれに
似ています。
　週刊誌には、こういう薬を飲んではいけない、
あるいはこういう手術はやらない方がいいという
記事が、毎週のように載っています。また、本屋
さんに行けば健康食品でがんが消えるというよう
な書籍がたくさん売られています。これらのこと
は、人々が現代医療に満足していないことの裏返
しの現象です。現代医療に満足されていない方が
多くいて、こういう本が売れ、またこういうとこ
ろで商売をしている人がいるということです。

スライド２　青い鳥症候群

スライド３　ドクターショッピング
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伝えられていない代替医療の負の側面

　いちばん怪しいのは、スライド 4 のようなも
のです。○○大学教授というのがいちばん怪しい
です。私も含め、大学教授が、全員、きちんとし
たことを言っているとは限りません。また、○○
学博士というのも怪しいです。「私が 20 年研究
を重ねて開発しました。」ということですが、20
年間、サボりながらやってきたのかもしれません。
こういう肩書を使って宣伝しているものは、注意
された方がよろしいと私は思います。健康食品な
どの宣伝では、現代医療は危険だという話をした
上で、健康食品で病気が治ったと話す方がよく出

ています。そこには、小さな文字で「個人の感想
です」という文章が書かれています。
　2018 年に、代替医療だけで治療をした場合、
がん患者の生存率がどうなったかという論文が出
ました。スライド 5 がそれです。縦軸が生存率で、
いちばん上が 100％生存、いちばん下が全員亡
くなるということです。これはすべての種類のが
んの結果をまとめたグラフです。横軸ががんと診
断されてからの月数です。残念ながら生存率は時
間とともに、だんだん落ちていきます。通常医療
を行っていても落ちていきますが、通常医療をや
らずに代替医療だけを行われた方は生存率の下が
りが早いという結果になっています。これはすべ
てのがん種を含めたトータルな結果ですが、個別
のがんでも同じ結果になっています。
　同じ研究グループが 2018 年秋に米国医師会
が発行する『JAMA Oncology』に「補完医療
を受けるがん患者は通常医療を拒否する傾向があ
り、死亡リスクも 2 倍」になると発表していま
す（スライド 6）。これは先ほどとは別の集団で
の研究ですが、同じような結果になっています。
　このようなデータは、私は、本日のような機会
には紹介するようにしていますが、週刊誌などで
も少しはとりあげてほしいと思います。しかし、
こういうことが紹介されている記事は、あまり見

スライド４　こういうのが一番あやしい

スライド６　

スライド５　 治癒可能ながん患者、代替医療の選択で死亡
リスク 2 倍超
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たことがありません。
　このような結果があるにもかかわらず、日本人
のがん患者の 44.6％は何かしらの補完代替医療
を使っていることが報告されています（スライド
7）。この調査から 15 年ほど経っていますが今も
おそらく状況はそう変わっていないと思います。
補完代替医療を使っている人はあまりそのことを
医療者の前で話ません。医師が「補完代替医療を
使っていますか」と聞くと、「使っていません、
先生にお任せしています」と言うことが多いので
すが、実は、医師に隠れて使っていることが多い
ようです。

補完医療・代替医療・統合医療などの
言葉の整理

　統合医療とか補完医療、代替医療などといった
似たような言葉を使っていますので、一回整理を
しておきます。これらの言葉は全部外国から概念
が入ってきて、後から日本語を当てはめたもので
す。
　 補 完 医 療 は、 英 語 で は「Complementary 
Medicine」です。通常の現代西洋医学の治療に、
そうではない医療をプラスしてやる治療です。ス
ライド 8 の右側の部分が補完医療です。たとえ

ばがんで手術をした後に漢方薬を投与したら、そ
の漢方薬は補完医療になるということになりま
す。
　似た言葉に代替医療という言葉があります。ス
ティーブ・ジョブスがおこなったものは、これで
す。英語では「Alternative Medicine」と言い
ます。これは現代医学の治療をまったくやらない
で、それ以外の治療法だけをやることです（スラ
イド 9）。
　「Complementary Medicine」と「Alternative 
Medicine」 を 併 せ た も の を、 補 完 代 替 医 療

（Complementary and Alternative Medicine）
と言い、CAM（カム）と略して言われます。数
年前まではこの CAM という言葉が非常によく使
われていました（スライド 10）。
　統合医療というのは、通常医療と非主流医療を
セットにしたものです。注意していただきたいの
は、このスライドの右側は Alternative ではなく、

スライド７　日本人がん患者の補完代替医療の割合 スライド８　補完医療（Complementary Medicine）

スライド９　代替医療（Alternative Medicine）
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Complementary であるということです（スラ
イド 11）。つまり、健康食品だけ摂って医療機
関にかからないというのは、統合医療ではありま
せん。あくまでも現代医学の治療を受けながら補
助的にそれ以外のものを使う。これが統合医療で
す。
　統合医療で、現代医療と組み合わせて使われる
非主流医療には、スライド 12 に示したようなも
のがあります。表の左側は、日本で「国家資格が
あったり、国の制度に組み込まれているもの」で
す。一方、表の右側は「それ以外のもの、そうで
はないもの」です。お医者さんの中には、治療に
アロマテラピーを取り入れている方もおられます
が、一般的にはほとんど行われていませんので、
アロマテラピーは「その他」と分類されます。言
い換えますと、左側は日本における公式な補完代
替医療、右側が非公式な補完代替医療ということ
になるかと思います。　
　食事療法は栄養士さんもおられますので、当然、
公式な補完医療となります。また、特別用途食品
や、特定保健用食品、栄養機能食品、さらに最近

スライド 10　 補完代替医療（Complementary and 
Alternative Medicine：CAM）

スライド 11　 統合医療（Integrative Medicine / 
Integrated Medicine）

スライド 12　日本における主な非主流医療
できた機能性表示食品は、
定義が決まっており、国の
ルールがあります。一方、

「食や経口摂取に関するも
の」の「その他」の代表は、
ここには書かれていません
が「いわゆる健康食品」と
呼ばれているものです。「い
わゆる」という言葉をつけ
ているのは、国の定義がな
いからです。「俗に言う健
康食品」という意味です。
これは、普通の食品を、あ
たかも病気が治るように
語って売っているもので
す。また、ホメオパシーと
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は、数百年前にヨーロッパで生まれたもので、病
気を治すには、その病気の元になる毒を薄めて飲
むと良いという考え方に基づいて、毒を数万倍、
数十万倍に薄めて飴玉にくっつけて飲むもので
す。欧米では、現在でも根強く使われていますが、
日本ではあまり使われていません。薄めすぎてい
るので、飴玉以外、何も服用していないことにな
ります。ただ、プラセボ―効果がある場合もある
と思われます。
　「身体への物理的刺激を伴うもの」では、「国家
資格や国の制度に組み込まれているもの」では、
鍼と灸が日本では有名です。「その他」としては
温熱療法、磁気療法などがあります。プロ野球選
手が磁石のネックレスを着けてプレーしています
が、あれは磁気療法です。
　「手技的行為を伴うもの」の「国家資格や国の
制度に組み込まれているもの」の代表はマッサー
ジです。日本ではマッサージには正式な国の資格
があります。しかし、街を歩いているとタイ式マッ
サージなどの看板を見かけます。あれはべつに何
の資格も必要ありません。勝手にタイマッサージ
と名乗っているだけです。マッサージには公式な
マッサージと非公式なマッサージがあるというこ
とです。
　「感覚を通じて行うもの」としては、アロマテ
ラピーや音楽療法があります。音楽療法は、モー
ツァルトを聞くと心が安らいで受験勉強がはかど
るなどといったものです。
　「環境を利用するもの」には、温泉療法があり
ます。温泉に入りに行くと効能が書かれています
が、お湯の種類によって効能の書き方が定められ
ているものです。温泉は、けっこう科学的に研究
されていて本当に有効であるというデータはたく
さんあります。森林セラピーというのは、山や森
で自然に浸るというものです。
　「身体の動作を伴うもの」には、ヨガ、気功が
あります。また、「動物や植物との関わりを利用

するもの」として、アニマルセラピーがあります。
オフィスにイヌが歩いていると、心が安らぐと
いったものです。園芸療法も、草花を育てると心
が安らぐというものです。
　最後に漢方があります。私は漢方の専門家です
し、また、漢方は誤解されていることがあります
ので、少し、詳しく話させていただきます。左側
の「国家資格や国の制度に組み込まれているもの」
として「漢方医学の一部（薬事承認されている漢
方薬）」と書かれてますが、これは医師の診断の
もとで出される漢方薬や、薬局でみなさんが買わ
れる漢方薬のことです。右側の「その他」には、「そ
れ以外の漢方医学、中国伝統医学、インドのアー
ユルベーダ」と書かれています。ここの境目がみ
なさんはなかなか難しくて分からないと思いま
す。漢方と名乗ることの規制は特にありませんの
で、ネットで売られているようなものの中には漢
方と名乗っていても漢方薬でないものがありま
す。漢方医学というのは中国の伝統医学が日本で
変化して、日本バージョンになったものを言いま
す。中国の伝統医学のことは漢方医学とは呼びま
せん。新聞などのマスコミでは、中国薬のことを

「漢方薬」と表わすところが多く、混乱の原因に
なっています。
　厚生労働省では、長らく統合医療について議論
をしてきました。2012 年に作成された、厚生労

スライド 13　日本の厚生労働省の「統合医療」の定義

91統合医療は信用できるか～信頼できる情報の探し方～ 　

29年度�ンサ�イ�ー.indb   91 2019/03/30   8:31



働省の統合医療の定義はスライド 13 に示したよ
うに「近代西洋医学を前提として、これに相補（補
完）・代替療法や伝統医学等を組み合わせて更に
QOL（Quality of Life：生活の質）を向上させ
る医療であり、医師主導で行うものであって、場
合により多職種が協働して行うもの」となってい
ます。この定義は、今でも変わっておらず、この
定義を前提に、現在も、いろいろな研究が行われ
ています。この定義のポイントは、まず近代西洋
医学を前提にしていることです。それから QOL
を向上させる医療だということです。すなわち「が
んが消える」ことは、絶対にないとは言えません
が、そういう前提では考えていないということで
す。それから統合医療は医師主導で行うものだと
いうことです。非正規な統合医療の民間資格はた
くさんありますが、そういう方の判断では統合医
療は行わないで、医師を中心に現代医学的なフォ
ローアップをしながら使ってくださいということ
です。

なぜ理想の統合医療になっていないのか

　スライド 14 は、臨床腫瘍医の補完代替医療に
関する知識を調べたものです。「漢方」については、
半分ぐらいの医師が知っていましたが、その他の
補完代替医療についてはほとんどの医師が知りま

せんでした。医学部でも、漢方を除いては、こう
いう補完代替医療は教育されていません。臨床の
現場に出てから、補完代替医療について、個人的
に勉強される医師も一部にはおられると思います
が、現状では、「アーユルベーダを使ってもいい
ですか」と聞かれても、アーユルベーダが何かさ
えも分からないという状況です。厚労省が求めて
いる、医師が中心になって現代医療とそれ以外の
医療を組み合わせて統合医療を行うというのは、
あくまでも、今、めざしている方向性であり、現
時点ではまだ、ほとんど実現できていません。
　ネットで検索しますと、アロマ、サプリメント、
整体、ヨガ、温泉療法などで、多くの民間資格が
見つかります。この資格を肩書として本を書いた
り、講演会を行ったりされている方が多くおられ
ます。このような資格を出している団体の中には
しっかり教育されているところもありますが、そ
うではないところもあります。資格を出すことが
商売になっている場合も多く、よく注意をしてほ
しいと思います。そもそも、このような肩書で統
合医療や代替医療を行うことは、厚労省の考えと
異なっているということになります。
　一方、病院の中に鍼灸師が入って、通常医療と
鍼灸を組み合わせて治療をしているところがあり
ます。これなどは、まさしく、理想の統合医療と
言えると思います。しかし、このようなところは、
ごくわずかです。また、一部の個人クリニックで
は医師が積極的に統合医療をされているところが
ありますが、現状においては厚労省が定義してい
るようなことは色々な意味で実現できていませ
ん。
　定義どおりの統合医療をめざして、われわれも
含めて、様々な研究がなされていますが、現状は、
医師や医療者が、統合医療を積極的に使用する状
況にはありません。したがって、患者が統合医療
を望むのであれば、患者から医師に働きかける必
要があります。すなわち、統合医療を受けるには

スライド 14　臨床腫瘍医の補完代替医療に関する知識

92 Ⅰ　オープンセミナー・第 16 回

29年度�ンサ�イ�ー.indb   92 2019/03/30   8:31



患者さんのリテラシーが大事になってきます（ス
ライド 15）。
　統合医療全般について、現代医学的バックグラ
ンドも含めてきちんと指導できる医療関係者はほ
とんどいません。したがって後で触れますが、現
状では、その統合医療を行うべきかどうかは、ま
ず、「自分で探す」ことになります。ただ、それ
らの多くの情報は専門用語で書かれていることが
多いので、理解が難しい場合があると思います。
そういう場合は、見つけた情報を印刷して、医療
関係者に見せて、こういうデータがあるのですが
どのように判断すればいいですかと聞いていただ
きたいのです。そうすることによって医療者の方
も勉強します。現状においては、医師も薬剤師も
統合医療には全面否定の人が多いですので、彼ら
は自分からは勉強しませんし、勉強しようと思っ
てもそのような機会がありません。そういうこと
でなかなか厚労省の定義するような状態は達成で
きていないのが現状です。
　残念ながら私の知っている範囲では、近代医療
以外でがんそのものが確実に治るという補完医
療、代替医療は見つかっていません（スライド
16）。ただ、西洋医学のがん治療に補完医療をプ
ラスすると QOL が良くなるという報告はいくつ
かあります。統合医療が全面的にだめだというこ
とではなく、使いようによっては役立つものも一
部あるということです。それをいかに見つけて判

断するかということになります。
　ここで「混合診療」の話をしておきます（スラ
イド 17）。「混合診療」とは、保険内の医療と保
険外の医療をセットで行うことですが、これを行
いますと、医療費は、保険内であったものも含め
てすべて保険外になってしまいます。漢方を深く
やっているところ、すべてを保険外医療にしてい
るところがけっこう多いのですが、それはこのた
めです。保険診療の中での漢方治療では、使える
生薬や処方が限られてしまいます。本当は西洋医
学の部分だけを保険でまかない、補完医療の部分
だけを自費診療にすることができるといいのです
が、これは認められていません。その理由は、こ
れを認めてしまうとプラスする補完医療を（補完
医療だけではなく他の新しい現代医療も含めて）、

スライド 17　混合診療

スライド 16　 現時点における、がんに対する補完代替医療
の位置づけ

スライド 15　総合医療の活用は患者自身のリテラシーが重要
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無制限に医療者が使ってしまうのではないかとい
うことで、そこに歯止めをかけているわけです。
これがあるために統合医療が進みません。医師が
処方する漢方薬は保険で使え、また、鍼の一部も
保険で使えますが、健康食品などを医師が考えて、
治療の一環として出すことはやりにくい状況で
す。クリニックで統合医療を行っているところの
中には、たとえば 3 階に保険医療の受付があって、
そこで現代医学的な保険診察を受け代金を支払っ
た後に、2 階に行って、医師が薦めた医師専用の
健康食品（ドクターズサプリ）を自費で購入する
ようなところもあります。これはこの混合診療の
禁止をすりぬけるためのものです。

米国の統合医療状況

　ここで、現在の米国の統合医療の状況について
少し説明しておきます。米国国立衛生研究所

（NIH：National Institutes of Health）の中の
補完代替医療をやっているセクションの名前の変
遷を見ていただくと、米国の統合医療に対する考
え方がよく分かります（スライド 18）。
　 ま ず、1992 年 に Office of Alternative　
Medicine（OAM）という代替医療局が、NIH
の中にできました。部署の名前は、「代替」です。

スティーブ・ジョブスがやったように現代医療の
代わりに行う、現代医学とは別の医療の評価・研
究を行おうとしたわけです。
　1998 年にこれが発展的に新しい組織になり、
N C C A M （ N a t i o n a l  C e n t e r  f o r 
Complementary and Integrative Health） と
いう名前に変りました。日本語にすると国立補完
代替医療センターということになります。前の名
前と比較しますと、「補完」が加わり、オフィス
がセンターになり、格上げになっています。
NCCAM になった 1998 年には、予算は OAM
時代の 10 倍の 2000 万ドル（約 20 億円）、そ
の後も予算は増え続け、2005 年には、3 億ドル

（約 300 億円）を超える予算がつぎ込まれました。
日本でも、この予算の大きさが話題になり、アメ
リカではこんなに予算がついているのだから、日
本でももっと、漢方などの統合医療の研究に研究
費 を つ け る べ き だ と の 声 が あ が り ま し た。
NCCAM では、この莫大な予算をもとに様々な
研究を進めたのですが、代替医療が有効であると
のはっきりとした結果は得られませんでした。
　その後、2014 年に、NCCAM は国立補完統
合衛生センター（NCCIH：National Center for 
Complementary and Integrative Health） と
いう名前に変りました。まず注目すべきは「代替」
が取れたことです。NIH では代替医療だけで病
気を治すことは難しいと判断したということにな
ります。ただ「補完」は残りました。現代医療に、
現代医療以外のものを補完的に使えば、役に立つ
ものもあるというのが、現在のアメリカの考え方
です。ただし NCCIH の名前では、Medicine と
いう言葉が Health に変ってしまいました。ここ
は若干格下げというイメージになるかと思いま
す。米国では、現在、このスタンスで研究が続け
られています。
　米国では、統合医療センターは、29 施設ある
とされています。その中のいくつかをピックアッ

スライド 18　 米国国立衛生研究所（NIH）における国立「非
西洋医学」研究機関
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プしたものがスライド 19 です。まず、統合医療
センターの草分けである、アリゾナ統合医療セン
ターです。統合医療をちょっとかじっている人は
みなさん、知っているところです。次に、メリー
ランド大学の統合医療センターです。このセン
ターは、後で述べますコクランライブラリーの、
統合医療部門の責任施設になっています。3 番目
はミネソタのメイヨ―・クリニックです。ここは、
現代医学分野で評価の高い医療機関で、有名なと
ころですが、ここにも統合医療プログラムがあり
ます。また、がん治療で有名なヒューストンの
MD アンダーソンがんセンターにも統合医療セ
ンターがあります。このように、米国においては、
大きな現代医学の病院で、統合医療が実際に行わ
れています。
　アメリカの統合医療センターには、当然医師が
います。医師以外に鍼灸師・マッサージ師・瞑想
インストラクター・栄養士・ヨガインストラクター
といった人がチームを組んで治療をするのがアメ
リカの統合医療です（スライド 20）。
　スライド 21 では、米国の統合医療センターで、
統合医療を使用してうまくいった病気が示されて
います。いちばん、うまくいってるのは「慢性疼
痛」です。これにはおそらく鍼灸などで対応して
いるのではないかと思います。次に「胃腸病」や

「うつ／不安」です。「うつ／不安」などはメディ

テーションなどがいいのかもしれません。4 番目
に「がん」があります。「ストレス」も「うつ／
不安」と同じで心理的ファクターが強いですから
統合医療をうまく使えば有効なのかもしれませ

スライド 21　 米国の統合医療センターで最もうまく対応で
きた病気

スライド 22　 米国の統合医療センターで用いられている補
完医療

スライド 19　米国の統合医療センター スライド 20　米国の統合医療センターで雇用している施術者
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ん。
　スライド 22 は米国で、どういう補完医療が用
いられているかを示しています。いちばん多いの
が「食事／栄養」で、「健康食品」、「ヨガ」、「瞑想」、

「中国医学・鍼灸」と続いています。
　スライド 23 は、NCCIH のホームページです。
このホームページには、統合医療に関する、信頼
できる情報が数多く収載されています。ただ、当
たり前ですが、英語で記載されています。英語の
壁を乗り越えれば非常に良い情報があり、一般向
けの統合医療の情報量は世界 1 だと思います。

日本の補完代替医療の現状

　次に、日本のがんに対する補完代替医療の状況
についてお話します。スライド 24 は 2012 年に
出された『がんの補完代替医療ガイドブック』で
す。
　この冊子で、どのような、がん患者の方が補完
代替医療を利用しているかを示したものがスライ
ド 25 です。利用頻度が高い方は、60 歳以下の
女性で、高学歴の方に多く、緩和ケアをされてい
る方です。がん種では、肺がん、乳がん、肝胆道
がんの方が多いようです。
　スライド 26（表 4 － 1）には、がん患者さん

が利用している補完代替医療の種類が示されてい
ます。圧倒的に多く使われているのは「健康食品・
サプリメント」です。この健康食品のほとんどは、

スライド 23　NCCIH のホームページ スライド 24　日本のがんに対する補完代替医療の状況

スライド 25　補完代替医療を利用しやすいがん患者のタイプ

スライド 26　 利用している補完代替医療の種類と健康食
品・サプリメントの種類
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国が認定している特保や機能性表示食品ではない
と思われます。その他では、「気功」「灸」「鍼」
が使われていました。
　利用している健康食品の大部分が「キノコ類」
です。この時には、「アガリクス」が圧倒的に使
用されていました。「プロポリス」もけっこう使
われています（スライド 26・表 4 － 2）。こう
いうものには流行り廃りがありますから今は少し
状況が変わっているかもしれません。
　補完代替医療を利用する目的ですが、やはり、
みなさん、「がんの進行抑制」を期待しておられ
ます（スライド 27・表 5）。この気持ちはよく分
かります。ただ、今の補完代替医療にこれを求め

るのは、ちょっと厳しいというのが現実と思いま
す。
　利用し始めたきっかけですが、「家族や友人か
らの勧め」という方がいちばん多く、77％になっ
ています。みなさん、専門家の意見よりも、お友
達の「これが効いたそうよ」とか、「これで治った
人がいる」というような方を信用されるようです。
　効いたかどうかの実感は、「効果あり」という
のも 22% もあります（スライド 27・表 6）。
　副作用は「なし」が 56％で、「あり」の場合
もそう重たいものは出ていないようです（スライ
ド 27・表 7）。
　補完代替医療に、いくらぐらいお金を使われい
るかですが、がん患者さんの場合、平均して月に
57,000 円で、年間にすると 684,000 円です（ス
ライド 28）。けっこうな額です。中には、月に
50 万円近くも使っているという方もおられます。
みなさんがお金をいっぱい使ってくれるので、こ
のお金を吸い上げようと思う人が後を絶たないの
が現状です。
　補完代替医療を利用しているがん患者さんの半
分以上は、「補完代替医療に関する情報が十分に
得られなかった」と答えられておられます（スラ
イド 29）。利用に関しての医師からの問診につ
いては、ほとんど、「なし」と答えられています。

スライド 28　補完代替医療に要する１ヶ月あたりの費用 スライド 29　

スライド 27　 がん患者の補完代替医療利用目的と効果の実
感、副作用の有無
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つまり、補完代替医療を使っているかどうかにつ
いて、医師は、何も質問しないということです。「医
師に相談したか」については、「しなかった」方
が 60％と半数以上です。要するに、多くの患者
は代替医療を使っているのですが、医師にはそん
なことをしてもむだだから止めた方がいいですと
言われてしまうので、相談していないということ
です。ここで患者の不満が発生します。だめなら
だめでいいのですが、きちんと論理的に説明しな
いで「だめ」と言われると、どこか別の青い鳥の
いる世界に行きたくなります。

統合医療の判断と EBM

　現代西洋医学の治療を受けたい、それに加えて
補完医療も使いたいと思っている人は多いと思い
ます。しかし、患者も医療関係者も、何をもって
統合医療を使うべきかどうかの判断をすればいい
のかが分かりません。統合医療は星の数ほどあり
ます。現代医学以外で身体にいいと言われて売っ
ているもの、行われていることは山ほどあります。
何をもって、使うか使わないかを判断すればよい
でしょうか。それは EBM（根拠にもとづく医療）
のエビデンスということになります（スライド
30）。EBM が日本に最初に入って来た時は、患
者個人のことをまったく考えていないという批判
がありました。数学的なデータだけにもとづいて
医療を行うので、こういうものは心のこもってい
ない医療だと言う人がけっこうおられました。し
かし、その後、EBM の定義も変り、今は「個々

の患者の医療における意思決定において、現行で
最良の根拠（エビデンス）を良心的、明白かつ思
慮分別をもって利用すること。また、最善の根拠
を、臨床経験、患者の価値観と統合すること」と
なっています。特に、この「患者の価値観と統合
すること」ということが、近年は重要視されるよ
うになっています。今日では、医療者が「この薬
を飲んでおきなさい」、「この治療はやってはいけ
ません」と一方的に言うのではなく、患者と話し
合いをして、両者が納得して、治療を行うべきで
あるとされています。ただこれがすべての医療機
関で実現できているかと言いますと、残念ながら、
そうではないところも多いと思います。
　EBM で用いるエビデンスには、グレードがあ
ります（スライド 31）。いちばん上に示したシ
スティマティック・レビューとメタアナリシスが
最もエビデンスが高いとされています。これらは、
複数の臨床試験の結果を集めて総合的に解析した
ものです。これで、その療法が有効であるとされ
たら、確かなエビデンスと判断されます。個々の
エビデンスとしては、ランダム化比較臨床試験 

（RCT）が、最もグレードの高いエビデンスです。
一方、動物実験でのエビデンスは、エビデンスグ
レードは高くありません。ヒトと動物とでは、薬
物代謝系などが異なりますので、動物で効いたも

スライド 30　 EBM（Evidence Based Medicine：根拠に
基づく医療）

スライド 31　エビデンスピラミッド
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のが、ヒトでも効くとは限りません。それでも、
なぜ動物実験が行われているかと言いますと、最
初からヒトで試験をするのは危険だからです。す
なわち、動物実験は、臨床試験を行なうものを選
ぶためのファースト・ステップです。動物実験の
結果だけをもとに、この薬草を飲むとがんが治る
と言っているような人もいますが、絶対にそうな
らないとは言いきれませんが、それはあくまでも
動物実験の結果であり、ヒトで効くかどうか、安
全であるかどうかは、それだけでは分からないと
考えるべきです。
　どういう時に統合医療を推奨するかですが、当
たり前ですが、スライド 32 の左上のように、「有
効」で「安全」であれば当然勧めた方がいいとな
ります。また、右下のように「有効ではなく」「安
全ではない」ということであれば、当然、統合医
療はやめさせることになります。右上の「安全」
ではあるが「有効ではない」という場合には、医
療者としてはどうするか迷うところですが、「容
認する」、すなわち、やってもいいのではないか
というのがこの論文を書かれた方の考えです。左
下は「安全ではない」が「有効」というもので、
これはよく監視してやる、あるいは止めさせると
いうことになります。
　私は、統合医療を行うかどうかを考える時には、
この「有効性」と「安全性」に加えて「経済性」

も考えるべきだと思っています。お金持ちなら、
いくらお金を出してもよいですが、普通の方はお
財布の状況も考えるべきです（スライド 33）。
　私は先日、初詣に行っていまいりました。宗教
とか、神社でお参りをするというのは、補完代医
療の原点です。なぜ、健康祈願のお祈りするかと
言いますと、安全性に問題がないからです。お祈
りをして病気が悪化すると考える人は誰もいませ
ん。しかし、お祈りしても、必ず病気が良くなる
とも思っていません。祈祷してもらったのに、病
気が治らないと神社を訴えた人は聞いたことがあ
りません。自分の出せる程度のお金の範囲であれ
ば、まあ、やっておこうということだと思います。
ただこれが 1 回のお祈りで 50 万円かかるという
ような話になりますと、これは少し考えた方がい
いと思います。

スライド 32　統合医療を推奨するかどうかの指針

スライド 33　補完医療選択の３要素

スライド 34　３要素にさらにプラス１
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　補完医療を使うかどうか
は、この 3 要素に加えて
さらに、EBM で言われて
いる「個人の好み」という
ものが加わります（スライ
ド 34）。
　補完医療を行うかどうか
を判断する時には、その時
の病気の状況も影響を与え
ます（スライド 35）。健
康な状態で補完医療を用い
るかどうかの判断では、「安
全性」がいちばん大事です。
極端に言えば、効かなくて
も安全であり、その代金を
払えるのであれば、使って

スライド 37　eJIM から読める統合医療情報

スライド 35　 補完医療を用いるかどうかの判断は時期に
よっても異なる

スライド 36　eJIM ホームページ

もいいと思います。ただ本日のテーマのようなが
んということになりますと、安全性には少し目を
つぶっても有効性のデータがあれば使いたいとい
う気持ちになることはよく理解できます。ただ現
状では、私の知っている限りでは、それぐらい有
効なものはないと思います。使ってもいい、使っ
てはいけないは、その時のシチュエーションによ
るということです。

統合医療の情報の得方―eJIM について

　それでは統合医療の信頼できるデータはどこで
探すかです。eJIM というホームページがありま
す（スライド 36）。これは厚労省がお金を出し
て作っている統合医療のサイトです。ここに情報
を載せる時には信頼できる情報であるかどうかを
吟味して載せています。グーグルなどの検索エン
ジンで「eJIM」と入れて検索しますと、いちば
ん上に出てきます。
　eJIM のページには、「一般の方へ」、「医療関
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係者の方へ」、「統合医療エビデンス」の 3 つのペー
ジがあります（スライド 37）。
　一般の方は、まず、トップページの右下にある

「情報の見極め方」というところをクリックして
出てくるところをぜひとも読んでください（スラ

イド 38）。ここに統合医療を判断する時に大事
なことがすべて書かれています。新聞や雑誌の広
告を見る時には、ここに書かれていることを考え
ながら、判断するとよいと思います。
　次に、eJIM に掲載されている情報の代表的な

スライド 38　情報の見極め方（eJIM）

スライド 39　NCCIH 情報（eJIM リンクサイト）
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ものについて、その使い方をご説明します。
　「一般の方へ」の、「海外の情報」をクリックし
ますと、NCCIH の情報がリンクをされています

（スライド 39）。

　たとえば、「ヨガ」をクリックしますと、スラ
イド 40 のような画面が現れます。ここには、
NCCIHでの解説文が和訳して掲載されています。
もともと NCCIH が一般消費者向けに作っている

スライド 41　ハーブ（eJIM「医療関係者の方へ」「海外の情報」）

スライド 40　NCCIH の和訳ページ

情報ですから、あまり難
しい言葉は使われておら
ず、比較的読みやすいと
思います。こういうとこ
ろで基本的な情報を得て
いただければと思いま
す。ただしここではザ
クッとした話しか書いて
ありません。また、残念
な が ら、 和 訳 作 業 が
NCCIH のページの改定
作業に追いついていない
ところがあります。しか
し、参考にはなると思い
ます。ここには、サプリ
メントなども書かれてい
ますが、ビタミン系サプ
リメントだけで植物系サ
プリメントの情報はあり
ません。
　eJIM の「医療関係者
の方へ」の「海外の情報」
では、「一般の方へ」より、
情報の量が多くなってい
ます。ハーブ情報は、こ
ちらにしか掲載されてい
ません。米国で植物性健
康食品としてメジャーな
ものは、だいたい、ここ
に載っています（スライ
ド 41）。
　ここに、求める植物性
健康食品の情報がない場
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合は、「統合医療エビデンス」をクリックして、
下の方にある、『「健康食品」の素材情報データベー
ス』の『「健康食品」の安全性・有効性情報』を
クリックしてください。そうしますと、わが国の

国立研究開発法人医療基盤・健康・栄養研究所で
作成している『「健康食品」の安全性・有効性情報』
が出てきます（スライド 42）。ここでは、日本
で売られている大部分の健康食品のエビデンスが

スライド 42　「健康食品」の安全性、有効性情報

スライド 43　情報を読むために理解しておくべきこと
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載せられています。また、このデータベースはけっ
こうな頻度で更新されています。
　たとえば、アガリクスを選びますと、まず、こ
の情報を読むために理解しておくべきことが出て
きます（スライド 43）。
　これに同意しますと、アガリスクの概要が出て
きます（スライド 44）。

　この情報だけでは不十分な場合には「すべての
情報を表示」というボタンがあり、そこをクリッ
クすると、もっと多くの情報が出てきます。いち
ばん下に「総合評価」が書かれており、今日の時
点での評価として、「（アガリクスは）適切に摂取
する場合は安全性が示唆されている。（有効性は）
調べた文献の中では見当たらない。」と書かれて

スライド 44　アガリスクの概要

スライド 45　アガリスクの総合評価
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います（スライド 45）。すなわち、アガリクス
が有効である証拠は、今のところ、ないというこ
とです。単行本などにはアガリクスでがんが消え
たといった個人の感想がたくさん書かれています
が、ああいうものは科学論文にはなっていません。
個人の感想は、あくまでも、個人の感想です。論
文として投稿され、その有効性が科学的に評価さ
れているわけではないということです。とりあえ

スライド 46　コクラン・レビュー

スライド 47　コクラン・レビュー・アブストラクト（がん） スライド 48　コクラン・レビュー（和訳）

ずこの「総合評価」を見られるのが、その健康食
品の現状を把握するのには、いちばん良いと思い
ます。ただ、詳しいことはかなり専門的な言葉で
書かれているので、一般の方が読まれるのは若干、
厳しいかも分かりません。自分で分からない時は、
これを印刷して医療関係者に見せてください。す
べての医療関係者がここに書いてあることを全部
理解できるかどうかは分かりませんが、みなさん

よりは判断できると思いま
す。健康食品に関してはこ
の方法をお勧めします。
　次に、「統合医療エビデ
ンス」の「コクラン・レ
ビュー」をクリックして出
てくる、コクラン・レビュー
についてご説明します。こ
こには、コクラン・レビュー
の和訳が掲載されていま
す。コクラン・レビューと
は、EBM の先駆者である
アーチボルト・コクランを
記念して英国で作られたコ
クランコラボレーションが
作成している医療の総説で
あり、この世の中にある情
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スライド 49　漢方治療エビデンスレポート（EKAT）

スライド 50　構造化抄録

報をすべて集めて評価したものです。これをコク
ラン・レビューと呼びます。eJIM では、統合医
療に関するコクラン・レビューの和訳を、病気別
に収載しています（スライド 46）。
　「がん」のところには、32 件のコクラン・レ
ビューが収載されています。この「がん」をクリッ
クすると、スライド 47 のような画面が出てきま
す。その中に、「Ganoderma lucidum（キノコ
の霊芝）による癌治療」があります。そこの「和

訳」を押しますと eJIM でコクラン・レビューを
和訳したものが出てきます（スライド 48）。こ
こには、「本レビューでは、癌に対する一次治療
としての G.lucidum（霊芝）の妥当性を示す十
分なエビデンスはみられなかった。」とあります。
霊芝の、がんに対する論文をすべて集めて総合的
に評価したら、こういう結論になったということ
です。これも非常に参考になります。大変信頼で
きる情報です。
　次は、「漢方治療エビデンスレポート（EKAT）」
について説明します。「統合医療エビデンス」の、

「構造化抄録」をクリックして現れる「漢方治療
エビデンスレポート（EKAT）」をクリックして
ください。すると、スライド 49 の画面が現れま
す。
　この「漢方治療エビデンスレポート（EKAT）」
は、私がメンバーである日本東洋医学会の EBM
委員会で、もう 10 数年にわたって、作り続けて
いるものです。ここには、日本の漢方製剤の臨床
データの中でエビデンスレベルが高いランダム化

比較試験 （RCT）の論文の
要約版である構造化抄録を
載せています（スライド
50）。
　「癌」を押しますと、た
とえば、「進行食道癌癌化
学療法後の食欲不振、悪心・
嘔吐に対する六君子湯の有
効性評価」を目的した英語
の論文が示され、それをク
リックすると、その論文の
内容を、1 ページに要約し
たものが出てきます（スラ
イド 51）。このようなも
のが 400 以上掲載されて
います。
　この情報から、抗がん剤
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スライド 52　EKAT 収穫 RCT の一部：十全大補湯 スライド 54　トピックスの紹介

スライド 53　NCCIH ホームページ：A-Z スライド 55　アロエ解説ページ

スライド 51　論文の和訳要約 の副作用に用いられる十全
大補湯の RCT レベルのエ
ビデンスを整理すると、ス
ライド 52 の状況です。
　最後に、NCCIH の英語
のホームページの使い方を
少 し 説 明 し て お き ま す。
ト ッ プ ペ ー ジ の 左 上 に、

「All Health Topics from 
A － Z」というものがあり
ます（スライド 53）。
　ここをクリックします
と、数百のトピックスが出
てきます（スライド 54）。
　ここで、たとえば「Aloe 
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スライド 56　 NCCIH の Aloe vera の ペ ー ジ の Google 
翻訳の結果

Vera」を押すとアロエの解説ページが出てきま
す（スライド 55）。
　ブラウザーとして、グーグルクロームを使用さ
れて、このページを読まれている場合は、画面を
右クリックして「日本語に翻訳」をクリックしま
すと、このページの翻訳が出てきて、正確ではあ
りませんが、だいたい何が書いてあるかが分かり
ます（スライド 56）。
　eJIM はオリジナルデータを作らず、他者の
作った信頼できるデータを集めて紹介していま
す。一方、NCCIH はそれなりに予算もついてい
ますから色々なコンテンツを自分で作成していま
す。NCCIH のページには、膨大な統合医療の情
報がありますからぜひとも見ていただければと思
います。
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■ 高橋　すでに世の
中にはさまざまなツー
ルがあると分かり、治
療を受けるご本人やご
家族にとって、あるい
は医療者にとっても大
きな学びだったのでは
ないかと思います。信
頼できる情報を患者さん向
けに分かりやすく出すこと
がいかに大変か、少し分かっ
たような気がいたします。冒
頭に申しあげるのを忘れて
しまったのですが「National 
Cancer Center Japan 水 」
というものが、国立がん研究センターから最近売
り出されました。ナチュラルミネラルウォーター
です。効くかどうかは分かりません（会場笑）。
これは eJIM には載っていません。

システィマティックな治療法の選択は
まだできない

■ 新井　ものごとを難しく説明するのは簡単な
のですが、分かりやすく説明するのは非常に大変
で、私も日々苦労しています。eJIM が、患者さ

んにとって本当に分か
りやすくなっているか
と言うと、残念ながら、
現状では、そうではな
いと思います。

■  高 橋　 た と え ば
eJIM や 健 康 食 品 の

「素材情報データベース」を見ても、非医療者や
ふだん論文を読んでいらっしゃらない方は、腹落
ちしないかもしれません。そんな場合にはプリン
トアウトして主治医のところに持って行き、こう
いうものを使ってみたい、興味があるのですがど
う思いますかと聞くのも一つの方法だと思います
がどうでしょうか。

■ 新井　それはありです。現状ではそれが最も
いいと思います。現在、日本の『診療ガイドライ
ン』作成においては、一般の方を入れて、その意
見を反映させることが常識となっています。この
目的は、医療の選択にも一般の方の感覚を入れる
ということに加えて、患者向けのガイドラインを
同時に作るからです。eJIM においては、一般の
方の要望をアンケートで聞いて、反映させること
をしていますが、まだ、eJIM の作成そのものに
は、一般の方は入っていません。将来そのように

質疑応答
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なればいいと思っています。

■ 高橋　フロアのご質問を受ける前にもうひと
つだけお聞きします。色々な情報がありますが、
たとえば自分がこれから試そうと思うものが、ど
こにあてはまるのかを見つけるのも、ひと工夫必
要なような気もしますが、そこに何かアドバイス
はございますか。

■ 新井　自分がある病気にかかり、どの補完代
替医療を行おうかと考える際に、システィマ
ティックに療法を探す方法は、現状では、まだあ
りません。まず、本やホームページなどで、ご自
分で探していただき、出てきたものを eJIM や
NCCIH のホームページで、信頼できる情報かど
うかの確認をとっていただくことが、現在、でき
る最も良い方法であると思います。ただ、eJIM
や NCCIH のホームページを見ても、残念ながら

「明らかに効く」と書かれているものは、ほとん
どないと思います。そういう前提で見ていただい
た方がいいと思います。安全性の部分を見ていた
だき、副作用がなく、値段がそこそこでしたら「ダ
メ元」でやってみようという程度の期待でおられ
た方がよいと思います。ただし、痛みなどについ
ては、心理的な部分はプラセボ効果が非常に大き
いですので、私がここで否定的なことを言うとそ
のプラセボ効果を消してしまいますので、難しい
ところです。

■ 高橋　ありがとうございます。個別に、自分
が使っているものが本当に効くのだろうかという
ご質問もあり得るとは思いますが、それはなかな
か答えようがない。ここでは、個別の相談ではな
く、どのように統合医療と向き合っていくかとい
うことを含めてご質問があればぜひお願いしま
す。どのようなお立場の方でもけっこうですので
いかがでしょうか。

「治療をしない」ということの評価は
非常に難しい―臨床データを探すことから

■ 参加者 A　患者です。貴重な話をありがとう
ございました。最初の方で一部のマスコミは、現
代医療の負の側面を書いて不安を煽っているとい
うお話もあったのですが、代替医療の不確かな部
分ではなく、以前、慶應義塾大学の近藤誠先生が
現代医療の不安を煽るような著書を発表されてい
て、実際に私の友人は、そちらを信じてしまい代
替医療に走りそうになったことがあります。そう
いう場合に本日うかがったようなことを伝えて
も、考え方が固まってしまっていてなかなか聞き
入れていただけない。そういう時にどのようにお
話をしたらいいのか、少し難しいと思いますが、
アドバイスがあったらいただきたいのですが。

■ 新井　近藤先生のお考えは「治療をしない」
ということですが、統合医療のホームページには

「治療をしない」という項目がなく、治療をしな
いのが良いのか悪いのかという判断はどこにも
載っていません。したがって、eJIM などを用い
て、そのような考えはおかしいと伝えることは難
しいです。ただ、治療をした時と治療をしなかっ
た時とを比較した臨床データはどこかにあると思
います。専門家でなければ分からないと思います
が、治療をしなかった方は、治療をした方に比較
して悪い結果になっているというデータを探して
お見せするのがいいと思います。今どこにあると
は言えませんが、ネットを探せば、そういうこと
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を書いている方は必ずいます。それを探してくだ
さい。元論文は英語で書かれている場合が多いと
思いますので難しいと思いますが、それをそのお
友達に見せてあげることしか、今のところ良い方
法はありません。ただ一回、思い込んでしまうと、
その考えを変えることは、非常に難しいと思いま
す。

■ 参加者 A　ありがとうございます。うかがっ
ていて、代替医療に走りそうになるのを食い止め
られるかなという気がしました。

■ 新井　最初の方のスライド 5（88 ページ参照）
でがん患者の代替医療選択で生存率が下がるとい
うデータをお示ししましたが、あれは分かりやす
いデータですから、代替医療を盲信されている方
には、そういうものを見せてあげるといいと思い
ます。

■ 高橋　はい次の方どうぞ。

保険診療で使える漢方薬

■ 参加者 B　私は製薬会社に勤めています。西
洋医学だけでは治療できないところがあり、漢方
や鍼灸もやはり大事なのではないかと思っていま
す。それは何千年の歴史をもって証明されている
ものなので、そこは何とか私も採り入れたいと
思っています。資料のスライド 52（107 ページ
参照）で紹介されていた十全大補湯はランダム化
比較試験の結果まで出されていたということを知
らなかったので、驚きました。しかもこのページ
から「癌」のところに行くと、その資料がきちん
と探せるのです。患者の立場で、がんだとして西
洋医学以外のものを探したいと思えば、まずこの
ページの前のところでそれに相当する薬を探して
みる。それが「効く」と書かれていた場合は、使

えるかどうかは混合診療になると思うのですが。
混合診療になるかならないか、保険診療の適用か
どうかは、その疾患に関して適用になっている漢
方であれば普通の保険診療で、そうでない場合は
混合診療になると思えばよろしいのですか。

■ 新井　私が作っている「漢方治療エビデンス
レポート」（EKAT）には 450 ぐらいの漢方関係
のランダム化比較試験 （RCT） の論文を要約して
載せてあります。ただ、これは、RCT を全部載
せているだけであって、450 の試験で、すべて
漢方薬が有効であったというわけではありませ
ん。症例数が少ない試験が多く、有意差が出てい
ないものも含まれてます。そもそも本来の RCT
は、プライマリーエンドポイントと言って、試験
をやる前に、結果を判断するパラメーターをあら
かじめ決めておいてから開始するべきなのです
が、プライマリーエンドポイントを最初に決めて
あった漢方の RCT は非常に少ないです。この
450 くらいの RCT のほとんどは、それぞれの論
文で、プライマリーエンドポイントを決めないで、
複数のパラメーターで評価していますが、ひとつ
以上のパラメーターで統計学的に有意差がついて
いるものを有効としただけでも、250 くらいし
かありません。
　それから保険の問題ですが EKAT に書いてあ
る漢方薬は、すべて保険収載の漢方薬しか選んで
いませんからここに掲載している漢方薬自体は保
険で使用できます。ただ EKAT でとりあげてい
る使い方がすべて保険でカバーできているかどう
かは別の問題です。おそらく EKAT に載ってい
るものの 8 割以上は保険でカバーできると思い
ます。漢方は経験的な薬物ですから「腹痛」とか

「胃の不快感」など、現代の薬では考えられない
ような曖昧な表現の効能を持っているものが多い
ですので、保険で使える幅は非常に広いです。と
くにがんで漢方薬を補完的に使う場合は、大部分
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は保険で通ると思います。

■ 参加者 B　先生に相談したらそれは使えませ
んということはほとんどないのですね。

■ 新井　EKAT に掲載されているものであれば、
だいたいは大丈夫です。

患者の同意を得た研究かどうかがポイント

■ 高橋　ありがとうございました。他にはいか
がでしょうか。医療者のお立場からでもけっこう
です。

■ 参加者 C　私の身近な人に健康食品を摂られ
ている方がいます。具体的にはニンジンジュース
などをよく飲まれている方がいるのですが、先生
のお話ではがんそのものを治す補完代替医療はま
だ見つかっていないということだったと思います
が、そういうものを研究されている方や機関など
があれば教えていただきたいのですが。

■ 新井　今ここで、どこで研究しているかを具
体的に申しあげることはできませんが、日本でも
研究しているところはけっこうあります。ただ、
現在では、日本においては、1 例でも臨床試験を
行う場合には、患者さんの試験への参加の同意が
必要になります。ニンジンジュースをがんの患者
さんが飲んで試験をする場合には、「今までこの
ニンジンジュースにはこういう有効性のデータが
あります、こういう安全性のデータがあります、
あなたはこれを飲むとこうなるかもしれません、
こうならないかもしれません」といったすでに分
かっていることを全部説明した上で、インフォー
ムドコンセント（IC）と言いますが、患者さんの
了解を文書で取った上でスタートするのが、今の
ルールです。IC を行わずに、ちょっとこれを飲

んでみたらということをやっている人もあるかも
しれませんが、ちゃんとデータを取って、公表し
ようとしたら、IC が必要になります。IC をやら
ないような施設は、私は信用できないと思います。
そこが、その医療や医療者を信用するかどうかの
ひとつの判断のポイントになると思います。

補完代替医療ががん治療の副作用に
効果的だった

■ 高橋　ありがとうございます。はい次の方。

■ 参加者 D　私も患者です。2016 年に乳がん
のしこりを自分で見つけて、昨年 1 年間、治療
を続けてきました。国立がん研究センターの乳腺
内科と外科には大変お世話になりました。ありが
とうございます。乳腺内科の先生がとても理解の
ある先生でした。私は鍼灸師です。私自身が鍼灸
師として治療室を経営しているのですが、鍼灸や
アロマ、温泉療法を採り入れてみなさんを治療し
ています。私自身にも効果があったので、ご参考
にしていただければ、現在治療をされている方に
いいかなと思い申しあげます。私自身は乳がんで
7㎝にわたるがんで、リンパ節転移もしていまし
た。補完的に鍼灸や温泉療法やアロマなどを使っ
ていました。抗がん剤治療や手術をベースにして
そこにそういうものを使ってがん自体が消失しま
した。毎回ではなかったのですが、鍼を打つと吐
き気が 2、3 時間は止まっていたりすることもあ
りました。しびれなどにも鍼は著効があります。
タキソテール系の薬で関節炎をけっこう起こすの
で、私もあちこち痛かったのですが、お灸でだい
ぶ紛らわすことができました。また血管炎といい、
抗がん剤の副作用で手が伸びなくなってしまった
のですが、それも今は治ってきたのはアロマのお
かげです。手足症候群もひどかったのですが、ア
ロマの力でだいぶ回復しました。ハーセプチンの
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投与が長く痒みも出たのですが、それも温泉療法
や鍼治療で今はほとんど完治しました。そういう
ことで補完的に使われる鍼灸や温泉療法など色々
ありますが、新井先生が言われたように補完的に
使われると非常に効果を発揮するのではないかと
個人的には思っています。ご参考になればと思っ
てお話させていただきました。

■ 高橋　担当の先生がとても理解があったとい
うことですが、どういう時にそれをお感じになっ
たのですか。

■ 参加者 D　鍼灸を使ってもいいですかと最初
に確認をしましたところ、「どんどんやってくだ
さい」とお勧めをいただいて、とくに問題はない
だろうということでスタートし、色々な副作用が
出てくる中で、これで少し緩和しましたと先生に
も報告しながら進めていました。

■ 高橋　先生とのコミュニケーションがよく、
話やすかったのですね。

■ 参加者 D　そうです。

■ 新井　鍼の有効性は、かなりデータがありま
す。アロマはほとんど研究されていません。心理
的な状態はアロマでけっこう動きますから、効く
こともあると思っています。ただ、残念ながら今
の医学では有効性を証明するにはランダム化試験
をやらなければなりません。したがいまして、患

者の状態がそろわない疾患で RCT を行うことは
難しい面があります。また薬の試験であれば毎日
1 錠というふうに治療の方法と量を決められます
が、アロマの場合は、治療の質と量をいかに一定
にするか、またアロマ治療を行わない比較群はど
う設けるかといった方法論が難しいところがあり
ます。また研究者も少ないです。これらの理由に
より、がんに対するアロマの有効性を証明した
データが、まだ出ていません。がんそのものに効
く統合医療はないと申しあげましたが、それは現
時点ではないということで、将来的に、永久に、
ないということではありません。そのデータが出
るまで待っていられないという方がたくさんおら
れると思いますので、安全性が確保されているも
ので、経済的に可能であればそれを試すのは個人
の自由だと思います。

補完療法を望む場合はどこに行けばいいか

■ 高橋　まだ少し時間があります。いかがですか。

■ 参加者 E　私は患者家族です。今の鍼をやら
れている方のご発言は、ご自身が診療所を経営さ
れていてご理解が深い方なので、担当の先生も「ど
んどんやってください」というかたちになったと
思います。私は、家族が大腸がんで、オキサリプ
ラチンという薬で痺れが残っている状態です。そ
れに対して漢方では牛車腎気丸など痺れに効くと
言われている薬があるので、何とか患者の QOL
を上げる方法を取りたいと思って担当の先生に相
談したのですが、結局、先生自身は漢方のことは
よく分からないので、看護師さんに相談してくだ
さいとか、相談支援センターで相談してください
と言われました。そちらに行くとそこでも分から
ないとなり、また主治医に相談してくださいとな
り、堂々巡りになってしまいました。自分がチャ
レンジできる場所をどこから探したらいいのか、
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なかなか扉を開けられないケースがけっこうあり
ます。今の方は幸運なケースではないかと私は思
います。そういう状況になった時にどこから糸口
をつかめばいいのか、あるいはどこに相談に行け
ばいいのか。情報を調べること自体はできると思
いますが、実際にどこの医療機関に行けばいいの
か、そういうことで悩むことが多いので、参考に
なるお話があればおうかがいしたいと思います。

■ 高橋　非常に大事で難しいご質問ですね。

■ 新井　漢方薬の場合は、現代医療に組み入れ
られていますから、比較的相談はしやすい状態に
なっていると思います。漢方薬を希望される場合
は、日本東洋医学会の漢方認定医を探して相談さ
れれば、牛車腎気丸は何か分らないといったこと
はありません。
　ただ、日本東洋医学会の漢方認定医は漢方に詳
しいというお医者さんであって、がんの領域で、
西洋医学と漢方薬とを組合せられるスペシャリス
トだとは限りません。昔ながらの漢方利用に強い
という方です。学会で漢方に関する試験問題を出
し、それに通った方ですので、今のオキサリプラ
チンの副作用に詳しいかどうかとは必ずしも関係
ありません。
　それでも、学会でもそういう話はしばしば報告
されていますので、日本東洋医学会の漢方認定医
には、一度、相談なさってもよいと思います。ち
なみにオキサリプラチンの副作用に対する牛車腎
気丸の効果ですが、2 年ほど前に行われた試験で、
牛車腎気丸投与群の方が、症状が悪化したという
データがあり、今はガイドラインではオキサリプ
ラチンの神経障害を目的とした牛車腎気丸の使用
は推奨されていません。EBM 的な観点からは、
オキサリプラチンの副作用に対しては、牛車腎気
丸は使用しない方がよいということになります。

相談される医師の立場から
―患者の見る力は非常に大事

■ 高橋　これは本当に難しい問題だと思うので
すが、医療者も、正直に申しあげると相談されて
もなかなか自信を持ってお答えできない、「…」
となってしまうことが非常に多いと思います。な
にかそのあたりのコメントはございませんか。本
日ご参加の村井邦彦先生（一般社団法人宇都宮市
医師会理事）、いかがでしょう。これは医療者の
誰にとっても切実な問題だと思います。

■ 村井　在宅医療や
患者さんの看取りなど
もしている医師です。
今、質問された方のご
心配は、患者さんの立
場からは、どのお医者
さんに当たると統合医
療に寛容で、西洋医療
と組み合せて相談を受けてくれるのかということ
だと思います。漢方薬だけではないと思います。
色々な統合医療について、みなさんひとつひとつ
吟味しては相談したいというニーズがあるのだと
思います。私の立場で言うとたしかにそう詳しく
ないので、こういうものを見ながら、どうアドバ
イスをしたらいいかをお答えする。それは QOL
を上げるという点では、たしかに有効なものがあ
ると思いますし、相談される方の多くはどうした
らがんが治るのかをまず相談されると思いますの
で、そのへんも含めて、私たちは少しニーズをお
聞きしながら個別に答えていくしかないと思って
います。質問される一般の患者さんの立場で言う
と、どのお医者さんが統合医療に寛容なのか、そ
ういう資料がリストになっているのかとか、少な
くとも国立がん研究センターの先生はみなさん詳
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しいのかなどを大変知りたいのではないかと思っ
て聞いていました。

■ 高橋　すみません。無茶振りにお答えいただ
きありがとうございました。

■ 新井　私が最初に言いましたように統合医療
と言いますのは、怪しい世界が壁 1 枚隔てて隣
にあります。統合医療に詳しいひとを探していく
と、壁の向こうの怪しい人に行きついてしまう可
能性があります。そこがこの問題の非常に難しい
ところです。「統合医療に詳しい人で怪しくない
人」を探す確実な方法は残念ながら現状ではあり
ません。あなたたちは怪しい人で、あなたたちは
怪しくない人だという線引きはできません。それ
は統合医療の療法についてもそうです。星の数ほ
ど療法がありますが、怪しいものと怪しくないも
のとの間に、明確な線が引けないのです。したがっ
て、統合医療を探す場合は、患者さんのものを考
える力が大事になります。スライド 57 に「批判
的吟味」というものを示しておきます。患者さん
の力がいちばん大事だと思います。

■ 高橋　少なくとも医療者は、患者さんから質
問されたときに目の前でシャッターを下ろさない
でいたいですね。寛容であって一緒に考えていく
スタンスも大事だと思います。

■ 新井　現代医療で、どのお医者さんを選ぶか
という時にもたぶん同じ問題が発生します。これ
は統合医療に限った話ではないと思います。ただ、
現代医療の中での医師の能力のばらつきは、統合
医療に詳しい人の中での能力のばらつきに比べま
すと、ずっと少ないと思います。統合医療ではか
なり極端な人まで入ってしまいますから、そこが
難しい問題です。
　最後にひとつ宣伝ですが、私の大学で年間

130 時間の統合医療の社会人向けのコースを
やっています。基本的には専門職の方が対象です
が、一般の方も来ていただけます。どういう先生
をどうやって探すかといったシビアな話ではな
く、安全な代替医療を楽しみましょうというもの
が大半です。漢方についてはけっこう一生懸命に
やっていますからご興味のある方はご参加くださ
い。4 月から第 4 期を開講いたします。2 月には
申込受付が始まりますのでよろしくお願いしま
す。

■ 高橋　どうもありがとうございました。あっ
という間に時間が来てしまいました。信頼できる
情報をどう見つけていくかは、永遠の課題だと思
います。今年度のオープンセミナーは今日が最後
ですが、2 月 15 日に 2018 年度最後の公民館カ
フェが月島区民館でございます。テーマがいみじ
くも「ネット情報との付き合い方～その情報、信
頼できますか？～」というタイトルです。がん対
策情報センターの早川雅代先生が、統合医療に特
化せずに、信頼できる医療情報に自力でどのよう
に辿り着くか、どう判断するか、お話をしてくだ
さいます。公民館カフェですから今度はグループ
ワークもございます。ご興味がある方はそちらに
もぜひご参加ください。
　今日は本当に盛沢山の情報をお話いただき、と
ても有意義だったと思います。先生にもういちど
大きな拍手をお願いいたします。＜拍手＞

スライド 57　批判的吟味
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「第16回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　135名
平成31年1月16日（水）実施 回答者  100名（回答率　74.1％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

質問コーナーが充実していて、勉強になります。

統合医療の課題、考え方、今後の指針等に関する頭の整理ができた。有意義な時間であった。

情報をどこから入手できるか、用語の使い方が分かりよかったと思う。一方、エビデンスがあるのなら、その一部でも具体的に例示
した方が分かりやすかったと思う。興味深い内容でした。

参加者の感想（自由記述）

総合医療についての定義、補完・代替といった言葉についても理解できました。今後、自分に必要な情報を探せるコンテンツをご
紹介頂けたのもありがたいです。

私自身は企業内相談室の運営に携わって来た人間ですが、このような中立的立場からの情報を共有出来る場は大変貴重だと思
いました。ありがとうございました。

代替医療に大変興味があり、聞かれた時に活用したいと思います。

情報を選択することは大切ですが、そのための根本を教えていただけたと思います。ありがとうございました。
現在統合医療を探していらっしゃる方、扱っていらっしゃる方向けの講演で、実際の例に則したお話であり、わかりやすく、理解で
きるとともに自分のためになり使える内容でした。ありがとうございました。

専門分野の先生より信頼できる情報サイトを教えていただけたことは、大変に有意義でした。同時に、通常医療が最善であるとい
うことも確信できた。ありがとうございました。

ガンゲノム医療、ガン関連遺伝子の網羅的遺伝子検査の意義。

前回参加した際、とても分かり易く丁寧な説明だった為、今日も参加しました。医療者から見た点と、患者さんから見えている面
が、非常に理解しやすかったです。

無料でこのような講義を聞く機会があることはとてもありがたい。最新の正しい情報をいつも取れるのが望ましいと思う。患者自ら
様々な情報を得て、自分で考え、決断できるよう、医療者はサポートしてほしい。

転移、再発した時の治療情報の探し方。
未病について。中国医（漢学）の方の定義、掟。

開催に関する希望（自由記述）

信頼できる情報について一般の者でもわかりやすく、判断できる基準をもっと掘り下げたセミナーをしてほしい。薬に関して、医療
に関してなど、具体的なセミナーをしてほしい。

患者さんに聞かれてすごく戸惑ってしまう分野です。非常に参考になりました。
日本と米国では保険制度が異なる背景があるので、統合医療の状況が異なることは知っていましたが、eJIMやNCCIHのサイトが
あることは知りませんでした。大変有用なセミナーで感謝しています。

がん治療についての最新情報を今後も、セミナーに取り入れていただけると嬉しいです。

1人の講師の話だけでなく、複数の方、医師、その他医療職の話も聞けたら良かった。
本日、お話しいただいた内容と資料は大変役立つ内容でした。情報があふれる中で、どのように安全なものを選択するのか、知れ
たのは良かったです。友人にも教えていただいた内容を是非シェアしたいです。補完医療の導入について担当医師に相談する際
の扉の開け方についての質問、並びにその回答はとても参考になりました。→今回の内容が新聞や雑誌などのメディアに掲載さ
れると良いと思います。

49.1% 13.3%
1.8%
5.5% 11.5% 12.7% 17.6%

受付登録者165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

27.0% 73.0%
性別 男性 女性

4.0% 6.0% 25.0% 47.0% 17.0%

1.0% 0.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

61.0% 28.0%
2.0% 0.0%

9.0%
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

41.0%
16.0%

2.0%
8.0%
10.0%

15.0%
18.0%

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）

55.0%

8.0%

4.0%

37.0%

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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　みなさん今晩は。「公民館カフェ」は 16 回目
です。本日は「家計」の話です。「公民館カフェ」

「オープンセミナー」に初参加の方はおられます
か ( 半数挙手 )。けっこういらっしゃいますね。
　月島区民館でやるのが「公民館カフェ」です。
がんセンターの会議室でやるのが「がんサバイバ
ーシップオープンセミナー」です。そちらはやや
エビデンス系です。もうひとつ「ご当地カフェ」
と言い、首都圏以外の病院とサバイバーシップ支
援部が共催をして、全国各地で「公民館カフェ」
を出前する企画もあります。北海道から沖縄まで、
本当に色々なところでやりました。そのすべての
元はこの「公民館カフェ」から始まっています。
　今日は、家計の話をじっくりうかがえるチャン
スです。最初の 50 分ほど「がんと暮らしを考え
る会」の賢見さんと岡本さんにご講義をお願いし、
その後、35 分ほどお茶タイムです。そのお茶タ
イムで質問を考えていただいたり、後ほど出るお
題に沿って話し合ったことを代表の方に、本日で
したら 8 グループですから 2、3 分で発表してい

ただきます。グループが違っても疑問に思うこと
は共通していたりしますから、ご講義の中で
ちょっと分からないなと思うところを質問してい
ただいたり、自分たちのグループではこういうこ
とを話し合いましたということを共有していただ
けたらと思います。
　今日はゲストがいらっしゃいます。実は長年の
私のお友だちなのですが、韓国の国立がんセン
ターから 3 ヵ月、築地のがん研究センターにお
いでのキムジョンフン先生です。サバイバーシッ
プにもとても興味がおありで、韓国でもこのサバ
イバーシップの活動を広めようということで、が
ん研究センターで活動されています。「公民館カ
フェ」に来てくださってありがとうございます。
　それではお待たせしました。本日はまず NPO
法人がんと暮らしを考える会理事長で看護師でも
いらっしゃる賢見先生にお話をいただき、引き続
き、同会の副理事長でファイナンシャルプラン
ナーでもある岡本先生からお話をいただきます。
それでは両先生、よろしくお願いいたします。

がん罹患後の家計について
～民間保険・住宅ローン・医療費控除～

メインテーマ

2018 年 10 月 23 日
18 時 30 分～ 20 時 30 分

中央区月島区民館５号室　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

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

開会の挨拶

第 16 回　公民館カフェ
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はじめに―「がんと暮らしを考える会」とは

　みなさま今晩は、「がんと暮らしを考える会」
の賢見卓也と申します。私は在宅ホスピスの看護
師をしていまして、その場で多くの患者さんの困
りごとを見てきたという背景を持っています。
　今回のテーマは「がん罹患後の家計について」
です。罹患前にどういう備えをしたらいいかを語
れるプロの方は何 10 万人とおられると思いま
す。そういうイベントもたくさんあります。しか
し罹患してからどういうリソースをどのように使
いきればいいのかという話は、なかなか誰もして
くれなかったということがあり、われわれの団体

幸いと思ってお話します。
　私どもの団体は、私が、身近な社労士さんたち
に、在宅で困っている患者さんたちは、こういう
ことに困っているのだということを相談して問題
解決を何とか図ろうとしたところから始まってい
ます。そういうところから実際のサバイバーの方
や社労士さん、ファイナンシャルプランナーさん、
ソーシャルワーカーさんなど色々な方がいらっ
しゃって話し合いをすることから始めて、誰かの
価値観ではなく、来ている人全員の落としどころ
を考えるというかたちで進めてきました。
　中身としてもよそ見をせずに「お金の問題をど
うやって解決できるか」ということに絞って徹底
して考えてきました。スライド 1 にあるような

スライド 1　専門職ががん患者の支援のために学び続ける

●定期会
2ヶ月1回 各月第３木曜日 19:10～

●参加者
社労士、FP、看護師、MSW、サバイバー等

●テーマ
・病院の相談事例検討
・図で考えるがん患者さんの就労支援
・診断書の書き方と医師の意見
・東京都福祉保健局より就労調査報告
・自営業のがんと暮らし
・派遣/契約社員のがんと暮らし
・住宅ローンの返済について
・生活保護について学ぶ
・がん患者が入れるがん保険・医療保険
・60～65歳までのがん患者の生活設計

が色々と勉強会をしな
がら深めてきました。
　いつもであれば問題
提起として、こういう
問題がありました、こ
れに対してこういう問
題解決をしていきます
とお話するのですが、
今日はそこは省略させ
ていただき、問題解決
の方法をみなさんにお
持ち帰りいただければ

賢見　卓也
NPO 法人 がんと暮らしを考える会理事長 / 看護師

がん罹患後の家計について 
～お金の困りごとを解決する方法・「がん制度ドック」
を中心に～
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定期会の場はまだ続けています。ホームページ等
を見ていただけたらと思いますが、かなりマニ
アックな内容なので、患者さんたちがフラッと来
られるとビックリされて、難しくて分からなかっ
たと言って帰られることが多く、申しわけなく
思っています。ただ、とにかくそういう専門的な
学びの場がなかったので、頑張って続けています。

広く浅い患者支援と深い患者支援

　患者さんの支援ということから、「広く浅い患
者支援」ということで「がん制度ドック」という
Web サイトを作りました。病院に行っても公的
な制度は教えてもらえるのですが、民間保険や金
融的な制度の話はなかなか教えてもらえないとい
うことがあります。また使いそびれもあります。
日本の制度そのものが、申請主義で書類を出さな
いと権利を行使できないという問題があり、使い
そびれをどうやって防ごうかということで Web
サイトを作りました。そういうことがないように
ということです（スライド 2）。
　それから「深い患者支援」というところでは、「個
別相談事業」を行っています。ファイナンシャル
プランナーと社労士の 2 人のペアで 2 対 1 の患
者相談を行っています。場所は病院の中です。病
院の中で行うことですから問題解決というよりは
問題解決の方法をお伝えするというところに止っ
てしまうのですが、それでも大きな意味があると
思っています。長いところでは 5 年以上続いて
いる活動になります（スライド 3）。
　なぜファイナンシャルプランナーと社労士がペ
アでやっているのかですが、それぞれの専門職で
得意の分野が違うので、それらを総合して幅広く
相談に答えていけるようにするためです。
　スライド 4 には「疾患の関連性が高い制度」
と「仕事の関連性が高い制度」が上下の軸にあり
ます。右側に行くと「公共性が高い制度」、左側

に行くと「資産性が高い制度」が左右の軸にあり
ます。制度はこういう分類ができると思います。
病院のメディカルソーシャルワーカーさんの守備
範囲は、公共性の高い部分が大きく、社会保険労
務士さんは、仕事の関連性が高い制度や障害年金
に詳しい。がん保険や生命保険については、当然
保険担当者は詳しいのですが、そこしか知りませ

• 公的な制度、民間の保険を
一括検索できるシステムの運営

• 目的
自身のリソースの使いそびれを防ぐため
※申請主義のデメリット

• 目標
利用していない制度の窓口にたどり着く

• 方法
自宅・病院・役所・保険会社でPC、スマートフォンを活用
代金不要 / 個人情報不要

●場所
・順天堂大学医学部附属浦安病院

・兵庫医科大学病院

・石川県がん安心生活サポートハウス

・埼玉県立がんセンター

・防衛医科大学校病院

・さいたま赤十字病院

・国立国際医療研究センター

・虎の門病院

●相談員 社労士・ＦＰ（関東・関西・北陸、のべ22名）

スライド 2　広く浅い患者支援「がん制度ドック」

スライド 3　深い患者支援「個別相談事業」
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ですし、そうではなくても
Web サイトを使って相談
支援センターに行き、こう
いう制度が見つかったのだ
けれどということで相談し
てもらって解決できればい
いです。また病院に社労士
やファイナンシャルプラン
ナーが入っているところで
は、そこを通して社会的苦
痛が解決できればいいなと
思って、私たちのところで
お手伝いをさせていただい
ているというものです。

がん制度ドックを使っ
て実際に調べてみる

スライド 4　各専門職の役割

ご自身・家族
が

制度を申請
病院で

社労士・ＦＰと相談

病院の相談支援センターで
相談して制度を申請

社会的苦痛で困っているがん患者さん

社会的苦痛の解決・軽減へ

NPO

NPO

スライド 5　がん制度ドック

ん。それでは住宅ローンや貯金・預金・不動産は
どうかと言いますと、ここはファイナンシャルプ
ランナーの、金融の知識を全般的に知っている人
でなくてはどうにもなりません。そういうことで
2 対 1 の相談会になりました。
　スライド 5 は、やや大きな括りになりますが、
がん制度ドックというものです。社会的苦痛で
困っているがん患者さんがこの Web サイトを
使って自分で制度申請をして解決を図れればいい

　みなさんは本日、スマホをお持ちでしょうか。
それではスマホを使ってがん制度ドックを実際に
使ってみましょう。事例としては、スライド 6
にあるように、43 歳女性でアパレル大手の事務
職員の方で、ご主人と息子さんがいらっしゃいま
す。最近、8 月に乳がんと診断され治療を開始さ
れています。3 年前に住宅購入をしたのですが仕
事を休んでいて今後の家計が心配だという方で
す。この方ががん制度ドックを使うとします。
　グーグルでそのまま「がん制度ドック」と検索
していただくと出てきます。まず「検索する」を
選んでいただき、「性別・年齢・がんの部位」に
ついては「女性・40 代・乳がん」としてください。

「初診日に加入していた年金」は、お勤め中なの
で「厚生年金」。「主治医からの説明」は「頑張っ
て治療をしていきましょう」と入れます。
　「体調や症状」は「がんと診断される前の約
50％程度しか仕事や家事ができない体調で仕事
は休みがち」ということです。
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　「家族の状況」は「配偶者」と「お子さん」が
いらっしゃいます。「家族の介護休暇・休業の予定」
は「家族は今のところ休む予定はない」。「主治医
からの説明」は「ご本人と家族にちゃんとされて
います」とします。
　それから「加入している健康保険」を選んでい
ただいたり、誰が保険に入っているかを選んでい
ただく。「厚生年金」に入っていて、「正社員」で
仕事をしていて、今は治療中で「仕事を休んで」
います。「印刷事業場」や「石綿（アスベスト）
を取り扱う事業場など特別な環境にはいない」と
か、「雇用保険」には「入っています」とか、「今
後の仕事の展望」では「今は病気で休暇中」で、「生
命保険」は「生命保険には加入」していて、一通
りの「特約」は付けています。「生命保険の請求者」
は「ご主人が代りに請求する人」として決まって
いて、「がん保険」は「安いものに入っていた」
ということです。
　とにかく選択肢を埋めていただく、聞かれたこ
とに答えるだけです。「その他に該当する保険」
では、「こども保険（学資保険）」にも入っていて、
心配な「住宅ローン」の方は「ご自身の名義でも
入っている」ということです。
　こういう感じでやると今使えそうな制度が出て
きます。すでに知っていて、使っているものに関
しては無視してください。まったく知らないもの
に関して見ていただく。そういえば医療費控除を

しなければいけなかったということになると、こ
こを詳しく見るというかたちになります。
　これは実際に触っていただくのがいちばんいい
と思っていますので、5 分ぐらいでお隣の方とス
マホで埋めてみてください。ここでのルールとし
ては、患者役で聞かれるのは辛い方は、聞く側に
回ってもいいですし、参加せずに 1 人でスマホ
でやっていただいても大丈夫です（スライド 7）。
　性別や年齢や入っている保険などはそのまま答
えていただいた方がいいと思います。診断名は病
気によっても変ってくるケースもあるので、いち
おう仮に「大腸がん」として、家族背景は「配偶
者」と「お子さん」がいらっしゃるというかたち
で入れていただくのがいいと思います。
　それではがん制度ドックの Web サイトを開い
ていただき「性別」「年齢」「大腸がん」、会社に
お勤めの方は「厚生年金」、自分で事業を起こさ

43歳女性
アパレル大手の事務職。夫（44歳）、長男（11歳）と3人暮らし。
今年8月に乳がんと診断され、今年9月から手術の後、薬物療法を行い
ました。
薬物療法による負担で倦怠感・脱毛があり仕事を休んでいます。
3年前に夫と二人で住宅を購入し、今後子どもの学費も必要になるなど

お金がかかることを予測していたので、これからの家計負担が心配で
す。
「学資保険の見直しや、

住宅ローンの借り換えなど行った方が良いのでしょうか。」

まずは

をつかって調べてみよう

5分間のワークです
１）ペア作り

2名1組・1台はスマホがあるように
1名は患者役、もう1名は支援者役
※患者役はつらいという方は相談して交代してください

２）インタビューの答え方
（1）今まま ： 性別・年齢・加入している制度など
（2）仮 定 ： 診断名・家族背景・資産の状況

※病気の情報は個人情報保護法で定められた大切な情報です

３)利用できる可能性のある制度
次の図にマルをつけてみましょう

スライド 6　事例 スライド 7　PC やスマートフォンを使って調べてください

がん制度ドックを使ってみる①
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れている方は「国民年
金」、先生からの診断
は、治療中の方は「治
療中」としていただき
ます。体調は、「質問
6. 現在の体調や症状」
で、フルタイムで働け
ない、半分ぐらいしか
仕事ができないという
ことでしたら、それを
選んでいただく。

になって収入が減ると、節約できるところは節約
しても「医療費」が加わると「不足分」が出てき
ます。こういう構造で赤字体質の家計になってし
まうのです（スライド 9）。
　年金をもらっていると問題はないかと言うと、
年金の人はもともと「収入」が少ないので、「医
療費」の割合が相対的に大きくなり、これもやは
り赤字になってしまいます（スライド 10）。
　そういう傾向があります。ポイントはスライド
11 にあるように、まずは「傷病手当金」などの
使える制度を使っていただく。「医療費」に関し
ては「高額療養費」で上限をカットします。保険
などに入っていれば「がん保険」などが使えます。
　使える制度はこのぐらいになってしまうことは
多いのです。今後は足し算ではなく引き算になっ
てきます。実際には「きまった支出」の部分をど
うやって削減できるかということで、この固定費
である「住宅ローン」「子どもの学費」「自動車ロー
ン」などをどう下げるかが重要になります。ここ
は素人が簡単にできるところではないので金融の
専門家が必要になってきます。そこがうまく下げ

■がん治療の経過

■困り

■家族への支援

■もしもの備え
公的な備え

公的年金、健康保険
介護保険、雇用保険

民間の備え
生命保険・がん保険

年金保険・住宅ローン

個人の備え

貯金など

がんの
精査・診断

治療・経過観察 終末期 永眠

初期の
治療費が
必要

休業中の
収入低下

体力低下に
よる退職

費用不足
の不安

就労不能
状態

症状出現
家族への

備えの不安

生命保険：
リビングニーズ特約

日常生活
自立支援事業

 退職金
 医療保険切替
 雇用保険
 年金保険料免除

がん保険
診断一時金

がん保険
入院給付金

がん保険
通院給付金

高額療養費・限度額適用

障害基礎年金
障害厚生年金

障害者手帳

傷病手当金

所得税：医療費控除 住宅ローン：
団体信用生命保険

生命保険：高度障害保険金

雇用保険：介護休業給付金 遺族年金生命保険：
死亡保険金

完治

賢見卓也：「リビングニーズ特約」利用からみたがんの諸制度の活用―特に在宅緩和ケアに関して―緩和ケア,23巻,5号,2013年

■本人への支援

スライド 8　がんの「困り」と「備え」の関連図

がん制度ドックを使ってみる②

がんの「困り」と「備え」の関連

　この Web サイト自体はスライド 8 をもとに
つくりあげました。どういう図かと言いますと、
図の下にある 3 つの備えに対して、どういう制
度が使えるかということでこの図をつくりまし
た。たくさんのがん患者さんの事例をもとに制度
の洗い出しをした図です。この図を持っているだ
けではまったく意味はないので、これを Web サ
イトに落とし込んだかたち
になります。
　見ていただくと分かりま
すが、体調が悪くなるに
従って、使える制度は増え
る傾向にあります。した
がって、まだ治療中で働け
る、両立できる時には、使
える制度は意外に少ないか
もしれません。
　なぜお金に困るかと言い
ますと「収入」は「きまっ
た支出」と「変動する支出」

「可処分所得」に分けられ
ますが、がんなど病気をす
ると収入は減ります。がん
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られればバランスが良くなるので長期的には小さ
な生活を維持できます（スライド 12）。

まとめ

　スライド 13 は「まとめ」です。
　制度を駆使しても、なかなか元の収入に戻すこ
とは難しいという結果はすでに出ています。逆に
言うと固定費をどうやって下げるかというところ
です。そこは金融の専門家の知識が必要で、さら
に固定費の削減には、家族の合意も必要だという
ことです。

　以上が私たちが取り組んできて分かったことで
す。そういうことで、この後に、金融の専門家で
あるファイナンシャルプランナーの方にお話をい
ただきます。

収入
きまった
支出

 住宅ローン
 学費
 各種保険料
など

変動する支出
 光熱費
 食費 など

がん罹患前

収入

医療費不足分

がん罹患後

賢見卓也：「がんサバイバーの経済的痛みを支える」、医学の歩み、252巻13号、2015/3/28、医歯薬出版、

可処分所得

貯蓄・その他

収入

きまった
支出

変動する支出
 光熱費
 食費 など

がん罹患前

医療費

がん罹患後

賢見卓也：「がんサバイバーの経済的痛みを支える」、医学の歩み、252巻13号、2015/3/28、医歯薬出版、をもとに改編

可処分所得

貯蓄・その他

収入

不足分

収入 きまった
支出

変動する支出

医療費不足分

傷病
手当金

高額
療養費

がん保険

きまった支出

 住宅ローン
 子どもの学費
 自動車ローン
 生命保険
 携帯電話代

住宅ローン
保険など

収入

きまった
支出

不足分

傷病
手当金

変動する支出

医療費

高額
療養費

がん保険

きまった支出

 住宅ローン
 子どもの学費
 自動車ローン
 生命保険
 携帯電話代

固定費を下げる
金融の専門家の
支援が必要

●制度を駆使しても、元の収入を維持することは
難しい

●経過が長い場合は固定費の削減が課題となる

●固定費の削減には、金融の専門知識が必要

●固定費の削減には、家族の合意も必要

スライド 9　収入低下による影響（サラリーマンの場合）

スライド 10　年金収入の場合の影響

スライド 11　収入が低下しても続けられる収支バランス①

スライド 12　収入が低下しても続けられる収支バランス②

スライド 13　お金の困りごとについて
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ファイナンシャルプランナーとは

　ファイナンシャルプランナーの岡本です。「が
んと暮らしを考える会」で活動しております。今
は埼玉県立がんセンターと順天堂大学医学部附属
浦安病院で、賢見の方から紹介があったように
ファイナンシャルプランナーと社会保険労務士と
ペアを組んで相談業務を行っています（スライド
1）。
　本日はその相談業務の中で経験したことから、
こういうところが固定費の削減や家計の維持につ
ながるというような話をいくつか紹介したいと思

が FP 技能士という資格をつくりまして、今はダ
ブル資格です。
　一般的に行っている仕事の基本はライフプラン
ニングです。要するに、たとえば結婚や就職、出
産、子育て、住宅取得といったライフプラン全体
を見ています。それから資産運用設計です。たと
えば退職金を 1 千万円もらったのだけれどどう
やって運用したらいいのかといったアドバイスも
行っています。また、これは私自身がよく使う言
葉なのですが、ファミリー・プロテクションとい
うものがあります。家族、家庭を守るということ
です。これは保険設計もそうですが、税金、相続
対策などがあります。

岡本　英夫
NPO 法人 がんと暮らしを考える会副理事長 / ファイナンシャルプランナー

がん罹患後の家計について 
～民間保険・住宅ローン・団体信用生命保険・医療費
控除～

スライド 1　自己紹介

岡本 英夫（おかもと ひでお）
ファイナンシャルプランナー
特定非営利法人がんと暮らしを考える会 理事

2011年9月に看護師の賢見卓也氏
が主宰する「がんと暮らしを考える
会」に講師として招かれたのをきっ
かけに、活動メンバーとなり、2013
年NPO法人化に伴い理事となり、今
日に至る。

現在、埼玉県立がんセンター、順
天堂大学医学部附属浦安病院で、
ファイナンシャルプランナーとし
て、社会保険労務士とともにがん罹
患者およびその家族からの相談に応
じている。

います。
　私自身はファイナンシャルプラン
ナーと自称していますが、ファイナン
シャルプランナー（FP）とは何かと
いうところから、始めたいと思います。
　ファイナンシャルプランナー資格で
すが、資格自体は 1980 年代にアメ
リカから入ってきた資格です。NPO
法人日本FP協会がAFP（AFFILIATED 
F INANCIAL PLANNER）、CFP

（ C E R T I F I E D  F I N A N C I A L 
PLANNER）という資格を出していま
す。同時に 2003 年から厚生労働省
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　よくファイナンシャルプランナーは「保険を
売っている人」ではないかと言われることがあり
ます。保険を売っているファイナンシャルプラン
ナーということでは、保険代理店で働いている
FP や、自分で代理店を経営をしている FP のほか、
保険会社の営業員も FP 資格を持っています。今、
日本 FP 協会に約 20 万人が FP として登録して
います。20 万人というのはすごい数だと思うの
ですが、そのほとんどは、スライド 2 にも書い
てある金融機関内 FP です。銀行員、証券会社、
保険会社などに勤める人たちで、社内で勉強して
FP 資格を取って業務に役立てています。こうい

う人たちはファイナンシャルプランナーといって
も、保険の販売 , 投資信託の販売というようなと
ころに業務が偏ります。ここで相談されるのは無
料です。それから新聞、雑誌やテレビで活躍する
FP もいますが、これらの方々は独立系 FP とい
うことで、原稿を書いたり、研修講師をしたり、
あるいは実際に相談料をもらって相談に応じてい
ます。
　がん患者が相談ができる FP はどうやって探す
かですが、FP にも専門分野があり、たとえば保
険は得意だけれど税金の方は詳しくないという方
もいます。包括的に対応できる FP というのはそ
う多くはありません。がんに罹患したということ
で FP に相談しようと思っても、一般的に FP は
がんになる前の備えなら得意なのですが、がんに
罹った後からでは、備える話はできないので、相
談は非常に難しくなります。そういうこともあり、
罹患後の相談に応じる FP を私どもで育てる活動
を模索中です。がん患者のファイナンシャルプラ
ンナーへの相談内容がスライド 3 です。FP がカ
バーする分野は幅広いのですが、現在の家計の困
りごとということであれば、家計診断、社会保障
制度の紹介、そして支出の見直しという相談にな

Q.どんな資格？

ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会の民間資格、厚生労働省のＦＰ
技能士とのダブル資格

Q.一般的に行っている仕事は？

ライフプランニング、資産運用設計、ファミリー・プロテク
ション（保険、税金、相続）

Q.保険を売っている仕事では？

保険代理店ＦＰ（販売報酬）、金融機関内ＦＰ（無料）、独
立系ＦＰ（相談料等）

Q.がん患者が相談ができるＦＰはどうやって探せばいい？

ＦＰにも専門分野があり、包括的な相談に対応できるＦＰ
は少数

Q.がん患者が対象で、どういう相談に対応しているの？

スライド 2　ファイナンシャルプランナー（FP）とは

こども保険、奨学金、教育ローン、進路

収入

利用できる制度の洗い出し

利用できる資産の洗い出し

戻ってくる予算の把握

支出
無駄な支出の洗い出し

固定費の見直し

仕事 就労継続・事業承継

備え方

子どもの教育資金

老後の生活資金

今後の病気の資金

家族・遺族へ

相続の仕方

残された家族の生活

一人暮らし・終活

適切な遺言・信託活用

がんの治療費が、老後生活資金作りを圧迫

住宅ローン、保険料等のやりくり

本人の備え方、家族の保険の見直し

相続・相続税・納税資金対策

社会保障制度

預貯金、保険、不動産

税還付（医療費控除）

交際費、通信費、税金等

給所得者、自営業

遺族年金、生命保険、生前贈与

介護、成年後見、エンディングノート

本人の意向を実現

スライド 3　がん患者さんの FP 相談の体系
ります。
　家計以外の困りごととし
ては就労支援などの就労の
問 題 が か な り 多 い で す。
40 代、50 代の女性の相
談が多いのですが、子ども
の教育費や家計という問題
が多いので、そこへの備え
方、また医療費との兼ね合
いということになります。
その他には、家族や遺族へ
ということで、相続や残さ
れた家族の生活という相談
があります。
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　相談日の前日に、明日の相談予約は何件でこう
いう相談ですということは連絡があるのですが、
実際には話を聞いてみないと分かりません。話は
どんどん広がります。前もって知りたいと思って
いた部分とまた違う部分が聞きたいということが
あります。

制度活用の優先順位

　「病気になった時に頼れる順番は？」という制
度活用の優先順位ですが、まずは健康保険制度（健
康保険証）です。健康保険制度からは高額療養費
制度や傷病手当金などの支給があり、これが基本
になります。
　2 番目が貯蓄や本人・家族の収入です。何かあっ
た時に今いくら用意できるのかということです。
FP の仕事のひとつにキャッシュフロー分析があ
ります。現在の収入と手元の資金をもとに将来の
収支を見通すのですが、実際にがんに罹患してし
まうとお金はどんどん出ていってしまいます。そ
の時は、今、いくら貯金があるかということが非
常に重要です。
　3 番目はやはり保険です。生命保険、損害保険、
そして第 3 の分野の保険ということで医療保険
があります。その医療保険も普通の保険に付いて
いる医療特約と単体の医療保険、がん保険があり
ます。それらの保険で何に備えてきたのか、いく
ら受け取れるかということです（スライド 4）。

　がん保険は、アメリカンファミリーライフア
シュアランスカンパニーオブコロンバス（現、ア
フラック生命保険株式会社）の日本支店が 1974
年から販売を開始しましたが、ほとんどの会社で
売るようになったのは 2001 年からです。
　この優先順位で、多くの方は 3 番目（民間医
療保険・医療特約、がん保険）から考えるのです
が、まず 1 番の健康保険制度（健康保険証）を
検討し、そこから順に 3 に移っていくというの
が本来のかたちです。

生命保険とがん保険について

　私が病院で相談を始めた最初の相談がスライド
5 です。がんに罹患して医療費が家計を圧迫、月々
数万円の生命保険の保険料の支払いが苦しくなっ
たというものでした。
　昔は保険外交員が集金に来ていたのですが、今
は口座振替ですから契約者の保険料は預金口座か
ら毎月のように落ちていきます。預金残高がなく
なれば払込期日の翌月末日までが猶予期間となり
ます。しかし、生命保険のうち終身保険や養老保
険には積み立て部分があります。その場合、解約
すると解約返戻金が返ってきます。その範囲内で
保険会社は保険料を自動的に立て替えます。これ
が自動貸付制度です。それもできなくなれば契約
は失効し、保障はなくなります。
　保険料が払えない場合のアドバイスポイントは
スライド 5 の下の 2 つです。まずは払済み保険
へ変更です。保険料の払い込みを中止して、解約
返戻金をもとに保険期間を変えないで一時払いの
養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に契
約変更します。保険金は元の契約より小さくなり、
特約は消滅しますが、保障は続きます。
　もうひとつが、延長定期保険への変更です。こ
ちらは保険金額を変えません。1 千万円の保険で
すと 1 千万円の保障は変えないで、保険料の払

１． 健康保険制度（健康保険証）
わが国は「国民皆保険」→原則３割負担
高額療養費制度 傷病手当金

２． 貯蓄や家族の収入
いざというときの備え、
いま、いくらあるか

３． 民間医療保険・医療特約、がん保険
何に備えてきたのか、いくら受け取れるか

スライド 4　病気になったとき頼れる順番は？
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い込みを中止して、解約返戻金をもとに一時払い
の定期保険に加入します。保険期間は短くなりま
すが何年か続きます。
　50 代、60 代ぐらいの方の多くが加入されて
いるのが定期保険特約付き終身保険です。まだ保
険料を払わなければいけない場合は、払済み保険
に変更します。終身保険というのは一生涯の保険
です。定期保険特約というのは、たとえば 10 年
更新というようなもので、40 歳で入ったとする
と 10 年ごとに更新していき 60 まで続くといっ
たものです。こちらの保険料は掛け捨てです。終
身保険には積立部分ありますので、変更時点の解
約返戻金を一時払いにして同じサイズの終身保険
に加入します。保険金額は小さくなりますが、保
障は続きます。
　終身保険というのは葬式代のようなかたちで売
られることが多く 200 ～ 500 万円ぐらいの契約
が中心ですが、解約返戻金で新しい一時払いの終
身保険に加入します。そのままにしていても予定
利率でずっと運用してくれるので解約返戻金は増
えていきます。これで保険料を支払わず終身保障
を確保できるということになります（スライド
6）。
　こういう制度があるということを知っていただ
いた上で、保険会社に問い合わせていただければ、
対応策がとれるはずです。
　がん保険・医療保険については非常に質問が多

いです。多い質問は、がんに罹患されてから「入っ
ておけばよかった。これから入れる保険はないか」
というものです。あるいは入っていたのですが「こ
れが出ない」「あれが出ない」という給付に関す
るものが多いです。また、入ったのははるか昔で、
当時、説明は聞いたのですがよく分らないという
方もいます。保険証書を持って来ていつ請求した
らいいのですかというような質問も多いです。
　スライド 7 は医療保険とがん保険の違いです。
保障の開始は、がん保険は契約してから 90 日経
過後です。医療保険は、基本的には契約成立後で
すから、申し込んで審査をして告知を受けて第 1
回目の保険料を払い込んだ時から契約は成立しま
す。給付金の種類は、がん保険は、がん診断給付
金、がん入院給付金、がん手術給付金、がん通院
給付金などです。医療保険では入院給付金、手術
給付金、通院給付金などです。入院給付金の支払
限度額は、がん保険は無制限ですが、医療保険は

猶予期間（月払い）⋯払込期日の翌月末日まで→失効（3年以内なら
復活も）

自動貸付制度→解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え
（利息が発生）

払済み保険へ変更→保険料の払い込みを中止して、解約返戻金をも
とに保険期間を変えないで一時払いの養老保険もしくは元の契約と
同じ種類の保険に契約変更する。保険金は元の契約より小さくなり、
特約は消滅する

延長定期保険に変更→保険料の払い込みを中止して、解約返戻金
をもとに、保険金額を変えないで、死亡・高度障害になったときのみ
保険金が支払われる一時払い定期保険に切り替える。通常は保険
期間が短くなる

このほか、保険金額の減額、解約、契約者貸付などがある

定期付終身保険を

払済み保険にすると

定期保険
特約

終身保険

保険料を支払
わず終身保障
を確保できる変更時点の解約

返戻金を一時払
い保険料に

保険金額は小さくな
るが、解約返戻金は
徐々に増えていく
特約は消滅

医療特約

スライド 5　保険料の支払いが苦しくなった

スライド 6　払済み保険

がん保険 医療保険

保障の開始 契約してから９０日経過後 契約成立後

給付金の種類 がん診断給付金 がん入院
給付金、がん手術給付金、
がん通院給付金など

入院給付金、手術給付金
通院給付金など

入院給付金の
支払限度

無制限 １入院（６０日、１２０日など）
通算（１０９５日、７３０日など

民間保険会社の単体商品・特約のほか、都道府県民共済の総
合保障型や入院保障型に「新がん特約」をプラス、あるいはＣＯ
－ＯＰ共済の「たすけあい」「あいぷらす」、全労済の基本商品
に「がん保障プラス」をセットしての共済商品で備える方法もあ
る。比較的保険料（掛金）が安く、加入も簡単。

スライド 7　がん保険・医療保険
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1 入院で 60 日とか 120 日など、あるいは通算
して1,095日とか730日などの縛りがあります。
　先日も相談があったのですが、今年の 1 月に
具合が悪いなと思っていたら定期健康診断で引っ
掛かり、会社が団体契約している保険は、告知内
容が緩いのでそういう保険に入ったのですが、そ
の契約の成立したのが 7 月で、がんと診断され
たのが 8 月で、90 日の免責期間がありますから
支払われなかったというケースでした。
　それから民間保険会社の単体商品・特約のほか、
都道府県民共済の総合保障型や入院保障型に「新
がん特約」をプラスするのも 2,000 円や 3,000
円で準備できて比較的入りやすいです。あるいは
CO-OP 共済や全労済の商品もあります。そうい
うもので用意をされている方も多いです。とくに
女性や主婦の方はたとえば CO-OP 共済などが多
く、これがあるのとないのとでは結果論的には大
きく異なってきます。
　またがん保険は保障内容がどんどん進化してい
ます。30 年前の平成元年に入ったがん保険では
付いていなかった保障が今はあります。スライド
8 はある会社の 10 年前の 2007 年と今の 2018
年の保険を較べたものです。2007 年ではがんの

診断給付金は 100 万円で、入院給付金、手術給
付金、通院給付金とありますが、この通院給付金
は、手術の入院が前提になり、それが終わってか
らの通院は出ますが、そうではないと出ないとい
うものでした。この保険にはがん高度先進医療給
付金があり、死亡保険金も死亡払戻金も付いてい
ますが、今は死亡保険金などはなくて掛け捨ての
ような状態です。2018 年のものは、診断給付金
は 100 万円で、入院給付金は 1 日 1 万円で、そ
の 100 倍が診断給付金という設定です。手術給
付金は昔のものと同じですが、通院給付金は 1
日 1 万円で、1 日目から出ます。今は通院治療
が常識になっているような状況ですから、新しい
タイプの保険は通院がポイントになります。放射
線治療給付金、抗がん剤治療給付金があります。
抗がん剤治療給付金の中では乳がんと前立腺がん
は少し給付金が低くなっています。
　がん先進医療給付金は計 2,000 万円まで出ま
す。保険料は、月々 100 円以下ですみます。こ
れにこだわっている人は多いです。いざという時
のためには付けておいた方が良いことはまちがい
ないのですが、しかしどれだけの人がこの治療の
適用になるかということはあります。がんになれ

• がん保険A（2007年）

診断給付金
がん 100万円

上皮内新生物 10万円

入院給付金 1日1万円

手術給付金 1回20万円

通院給付金 1日1万円

特定治療通院給付金 1日1万円

がん高度先進医療給付金 6～140万円

死亡保険金 10万円

死亡払戻金 10万円

診断給付年金 2年目から4
年間50万円

• がん保険D(2018年）

診断給付金
がん １００万円

上皮内新生物 １０万円

入院給付金 1日1万円

手術治療給付金 １回20万円

通院給付金 1日１万円

放射線治療給付金 1回20万円

抗がん剤治療給付金
（乳がん・前立腺がん）

1月10万円
1月5万円

がん先進医療給付金 計2000万円

がん先進医療一時金 年1回15万円

特定診断給付金
（上皮内新生物）

1月100万円
10万円

40 歳男性で月額4,310円 →

（診断給付金複数回支払特約を付加する場合は＋710円）

スライド 8　進歩するがん保険（A 社の例）

ば先進医療を受けるもの
だという勘違いをされて
いる方は非常に多いと思
います。特定診断給付金
は、1 ヵ月 100 万円と
いうことで、1 回です。
　今もがん保険はどんど
ん進歩しています。古い
タイプのがん保険であれ
ば、自分の契約している
保険はどういうもので、
いつ入ったものかという
ことは確認しておいた方
がいいと思います。
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いと思ったら早めに銀行に相談することです
　これも多い相談ですが、「妻ががんに罹患し退
職。夫の収入だけでは返済できない」というもの
です。奥さんはパートタイマーなどをして共働き
で 2 人で住宅ローンを返しているケースは少な
くありません。この場合もやはり銀行に相談する
しかありません。
　男性の場合は 60 歳前半のがん患者さんからの
相談が多いのですが、その場合、ご自身の住宅ロー
ンが 70 歳とか 75 歳まで残っている、どうした
らよいかという相談もよくあります。
　また、家を買おうとして一生懸命に物件を探し

　「がんでも入れる医療保険、がん保険はある
の？」という質問ですが、入れる保険はあります
が、様々な条件が付きます。引受基準緩和型医療
保険や無選択型医療保険と言われるものですが、
一般の保険と較べて保険料が高いです。通常
4,000 ～ 5,000 円ぐらいでは入れるのが、1.5
倍ぐらいで 7,000 円とか 1 万円となります。そ
こでスライド 9 の下にも書いてありますが、「一
般の保険に申し込んでダメだったら引受基準緩和
型を利用する。」という対応でいいのではないか
と思います。

引受基準緩和型医療保険 無選択型医療保険

引受基準 一般の保険に比べ低め 原則、誰でも契約可

告知項目 ３～4項目程度 なし

保障の
制度等

・契約から1年経過までは
保障額が半分になる

・契約前からの病気の悪化や再発
での入院・手術は保障されない
・90日間は保障がはじまらない免責
期間が設けられている

・高額の保障はつけられない（入院
保障で日額3000円など

保険料 一般の保険に比べて高い
（約１．６～2倍）

引受基準緩和型よりさらに割高

注）一般の保険に申し込んでみてダメだったら引受基準緩和型を利用する
自家保険で対応する。100万円～300万円を口座に入れ「医療保険」と書く。

スライド 9　がんでも入れる医療保険はあるの？（引受基準緩和型と無選択型） 済期間を延長し、返済額を
減額するとか、スライド
10 に挙げたようなことが
ありますが、この場合、留
意点にあるように金融機関
に相談するしかないという
ことです。ところが住宅
ローンを借りている金融機
関の敷居が高く、なかなか
相談しません。1 回でも延
滞してから行くと対応が変
わってきます。返済が厳し

相談事例 対応策 留意点

がんに罹患して収入
が減り住宅ローンの
返済が苦しい（仕事
を続けたいという相
談の裏に住宅ロー
ン）

住宅ローンの条件変更
①一定期間、返済額を減額する
②一定期間の返済を利息のみとする
③返済期間を延長し、返済額を減額する

④ボーナス時返済を月々の返済に組み
替える

金融機関の住宅
ローン相談セン
ターなどに相談
（①~③は個人信
用情報に登録、

妻ががんに罹患し退
職。夫の収入だけで
は返済できない

①上記の条件変更をおこなう

②夫と妻の連帯債務を夫単独とするよう
に借り換えをおこなう

妻は復職できる
のか？

60歳前半でがんに。
70歳まで住宅ローン
が残っている

①金利の引き下げ交渉。借り換えの検討

②退職金等が残っていれば繰り上げ返
済し、残金を夫婦の年金で返済

子が肩代わりで
きないか？

家を買おうとした矢先
にがんに罹患。住宅
ローンは組めるか

①完治から3年経たないと団信加入は不
可（民間住宅ローンは団信加入が条件）
③家族とローンを組む。会社の融資等

回復後にワイド
団信を検討。生
命保険金を担保

スライド 10　住宅ローン相談事例
住宅ローンと団体信用
生命保険について

　住宅ローンに関する相談
で多いのは、「がんに罹患
して収入が減り住宅ローン
の返済が苦しい、どうした
らいいですか」というもの
です。対応策としては住宅
ローンの条件変更です。一
定期間、返済額を減額する
とか、一定期間の返済を利
息のみとする。あるいは返
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ていて買おうと思った時に病気が発覚して住宅
ローンが組めなくなって、何とかローンを借りら
れないかという相談もありました。表に書いてあ
るように完治から 3 年経たないと団体信用生命
保険には入れません。ただ、生命保険があってそ
れが担保になるとか、保証人を立てられるという
ことですと違ってきます。
　普通の住宅ローンですと団体信用生命保険が付
いています。これはスライド 11 に書いてあるよ
うに「団体信用生命保険は、住宅ローンの返済中
に、ローン契約者が死亡または高度障害になった
場合、本人に代わって生命保険会社が、その時点
の住宅ローン残高に相当する保険金を債権者に支
払い、ローンが完済となる制度」です。団体信用

生命保険は死亡と高度障害
に対応したものです。10
年くらい前から三大疾病付
団信とか七大疾病付団信、
八大疾病付団信ができまし
た。住宅ローン金利に少し
上乗せするようなかたちで
加入するのですが、この場
合はがんに罹ると住宅ロー
ンが完済されます。住宅
ローンの団信は、住宅ロー
ンを借りた時点で付けま
す。したがって途中から三

団体信用
生命保険

三大疾病保証付
団信

７大疾病保証付
団信

ワイド団信

保険料の別途
支払いは不要

住宅ローン金利
に０．３％程度上
乗せ

年齢・ローン残高・
借入内容で別途
保険料

住宅ローン金利
に０．３％程度上
乗せ

死亡・高度障害 死亡・高度障害

がん・脳卒中・急
性心筋梗塞

死亡・高度障害・
三大疾病・高血圧
性疾患。糖尿病・
慢性腎不全・
肝硬変

死亡・高度障害

団体信用生命保険は、住宅ローンの返済中に、ローン契約者が死亡または
高度障害になった場合、本人に代わって生命保険会社が、その時点の住宅
ローン残高に相当する保険金を債権者に支払い、ローンが完済となる制度。

スライド 11　団体信用生命保険の種類と保障内容

大疾病とか七大疾病は付けられません。付けよう
とするなら借り換えるしかありません。今のロー
ンを別のローンに組み換えて、そちらで新しいタ
イプの団信に加入するのです。
　団信における高度障害とはどういうものかです
が、生命保険と一緒なのですが、スライド 12 の
ようになっています。「2. 言語またはそしゃくの
機能を永久に失ったもの」は高度障害に該当し住
宅ローンは返済されます。がんで声帯を切除した
場合ですね。
　いずれの場合も、原則的には銀行に相談してく
ださい。銀行は住宅ローンの返済が滞っても損を
するようになっていません。スライド 13 に「銀
行の住宅ローン債権は保全されている」と書いて
あります。要するに買った物件には担保権が設定
されていますので、債権は保全されているという
ことです。
　また住宅ローン対象者は返済能力（所得要件）
と団体信用生命保険（団信）の審査をパスしてい
るということです。がんに罹る前の審査をパスし
ているということは、返せる経済状態であったこ
とは確かなのです。
　全国保証株式会社というのはどういうところか
は、ホームページなどで見ていただきたいのです

１． 両目の視力を全く永久に失ったもの

視野狭窄、眼瞼下垂が該当しない

２． 言語またはそしゃくの機能を永久に失ったもの

３． 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

４． 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

いわゆる寝たきり状態

５． 両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの

６． 両下肢とも足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの

７． １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたは
その用を全く永久に失ったもの

８． １上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

声帯全部摘出は該当

スライド 12　団信における高度障害とは
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が、系列や独立した全国保証株式会社のような信
用保証会社の保証を条件に融資しているため返済
が一定期間滞った時には代位弁済が受けられま
す。住宅ローンの返済は今度は信用保証会社に対
して行わなければいけなくなります。
　そういうことから銀行の住宅ローン債権は保全
されているのですが、さらに銀行は不良債権化を
防ぎたいので、きちんと相談すれば相談に乗って
くれます。そういうことですから恐がらずに相談
してください。

医療費控除について

　がんに罹りますとお金はどんどん出ていきま

ます。普通のサラリーマンは数 10 万円ぐらいし
か所得税を払っていません。少し豊かな人で 50
～ 60 万円ですが、その払った税金が返ってくる
ということです。医療費控除の申告は確定申告で
行いますが、今年かかったものは来年の 1 月 1
日以降に申告することができます。
　確定申告自体は 2 月 16 日から 3 月 15 日まで
で、その時期にする人が多いのですが、還付のた
めの申告書を提出できる日は翌年 1 月 1 日から
5 年間です。これは覚えておいてください。去年
も医療費控除が受けられたということが今年分
かったという場合は、すぐにでも申告できます。
医療費控除だけではなく所得控除全体がそうなの
ですが 5 年前に遡って還付申告を行うことが可
能なのです（スライド 14）。
　それから医療費控除の対象となるものとならな
いものとがあります。スライド 15 にあるように

「治療・検査」のところにある「医師に支払った
診療費、治療費」は当然、控除対象です。その下
に「…乳がんの治療に伴い乳房を失った患者に対
して行う乳房再建手術にかかる費用」とあります。
これも医療費控除の対象です。
　医療費控除の対象とならないものの最後に書か

• 融資対象物件に担保権を設定

• 住宅ローン対象者は返済能力（所得要件）と団
体信用生命保険（団信）の審査をパスしている

• 系列や独立した信用保証会社（例：全国保証株
式会社）の保証を条件に融資しているため返済
が一定期間滞ったときには代位弁済が受けられ
る。

• 銀行は、不良債権化を防ぎたい（返済期間の延
長、利息のみ返済期間の設定、等）

スライド 13　 返済に困ったときは銀行に相談（銀行の住宅
ローン債権は保全されている）

医療費控除とは、納税者自身やその配偶者、子供のために医
療費を支払った場合、実質負担額が10万円を超えると受けられ
る所得控除である（控除限度額200万円）。
家族内でもっとも税率の高い人が申告するのがポイント。

医療費控除の計算式

1年間に
支払った
医療費

－
保険金など
で補てんさ
れた金額

―

10万円

総所得
金額等

×５％

いず
れか
低い
金額

＝
医療費控除額
（最高200万円）

還付申告は、還付のための申告書を提出できる日（翌年1月1日）か
ら5年間の期間内に行なうことができる。平成30年12月31日までは平
成25年分までさかのぼって還付申告が可能である。

スライド 14　医療費控除で税金を取り戻す
す。医療費控除では、ご
本人はもちろん、配偶者
や子どもの医療費も一緒
に総合して控除してもら
えます。総所得額の 5％
ということもあるのです
が、基本的には実質負担
額が 10 万円を超えると
受けられる所得控除だと
思ってください。控除限
度 額 は 200 万 円 で す。
払った所得税が 200 万
円 で し た ら 200 万 円
戻ってくる可能性があり
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医療費控除の対象となるもの 医療費控除の対象とならないもの

治
療
・
検
査

・医師に支払った診療費、治療費
・治療のためのマッサージ、はり、おきゅう、柔
道整復の費用

・重大な異常が見つかり、治療を受けることに
なった場合の人間ドックの費用

・CAL組織増大術のうち、乳がんの治療に伴い乳
房を失った患者に対し行う乳房再建手術にかか
る費用

・医師等に支払う謝礼金
・ホクロをとるなどの美容整形費用
・予防注射の費用

医
薬
品

・医師の処方せんにより薬局で購入した 医薬品
・病気やケガの治療のために、医者に行かず、薬
局で購入した医薬品

・疲労回復、健康増進、病気予防などのために
購入した医薬品（ビタミン剤など）や漢方薬

通
院
入
院

・通院や入院のための交通費
・電車やバスでの移動が困難なため乗ったタク
シー代

・訪問看護や付添人などに療養上の世話を受ける
ために支払った費用

・通院のための自家用車のガソリン代
・出産のため実家に帰る交通費
・自己の都合で希望する特別室の差額ベット料
金など

そ
の
他

・寝たきり老人の紙おむつ代
（医師の証明書が必要）

・温泉利用型健康増進施設(クアハウス)
の利用料金（医師の証明書が必要）

・一定の介護サービス

・通常のメガネ・コンタクトレンズの購入費用
・老齢者の使用する補聴器の購入費用
・医療用ウイッグ（美容目的︖）

スライド 15　医療費控除の対象

れている「医療用ウイッグ」は微妙です。原則的
には対象外ですが、金額や使い方にもよるようで
す。分からない場合は必ず税務署に尋ねてくださ
い。
　スライド 16 は医療費からマイナスするものと
しないものです。覚えておいていただきたいのは、
かかった医療費から保険で補填された金額を引い
て残額が 10 万円を超えたら医療費控除の対象と
なるということです。社会保険等からの給付金と
して療養費とか家族療養費、高額療養費等があれ
ばこれは引きます。それから「生命保険・損害保

マイナスするもの マイナスしなくてよいもの
社会保険等か
らの給付金

療養費、移送費
出産育児一時金
家族療養費、家族移送費
高額療養費等

傷病手当金
出産手当金等

生命保険・損害
保険等からの
給付金

傷害費用保険金
医療保険金
入院給付金等
（差引計算はその補填の対象となる
医療費ごとに行い、医療費を上回る
場合も他の医療費からは差し引かな
い）

傷病保険金
所得補償保険に基づく保険金
※がん保険のがん診断給付金（医
療費の補てんではないもの。これ
を差し引いて、医療費控除の申告
を行っていない人が多い。疑問に
思ったら税務署に問い合わせる）

(注) 医療費控除は、年末調整では適用できない。サラリーマンでも確定申告が必要である。

スライド 16　医療費からマイナスするものしないもの

険等からの給付金」という
ことで、入院給付金や手術
給付金は差し引きますが、
そこに「差引計算はその補
償の対象となる医療費ごと
に行い、医療費を上回る場
合も他の医療費からは差し
引かない」とあります。ど
ういうことかと言うと、入
院して 10 万円かかり、が
ん保険から 15 万円が給付
されたという時には、か
かった費用が限度ですから
10 万円から 10 万円を引
き 0 になります。5 万円

が余りますが、その 5 万円をまた別の医療費か
ら引かなくてもいいということです。手術給付金
や入院給付金、通院給付金というのは、補填の対
象となる医療費ごとに引くということです。たと
えば入院費が 10 万円で、15 万円もらって 5 万
円が残ってしまった。その残った 5 万円を子ど
もの歯の治療費から引かなくてもいいということ
です。
　「マイナスしなくてもよいもの」のところに「が
ん保険のがん診断給付金」とあります。要するに
がん診断給付金は医療費の補填ではなく、かかっ
た医療費から引かなくてもいいのです。これを差
し引いてしまって医療費の申告を行ってない人が
多いのです。この部分はいくつかの税務署に問い
合せましたが、同じ答えでした。もし疑問に思っ
たら問い合わせて確かめてみてください。

おわりに―まとめ

　それでは最後のスライド 17「まとめとして」
です。まず「がんに罹患すると、お金はどんどん
出ていく」ということです。また「相談するには
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病院内がベター」です。「社会保険労務士と FP
との連携で幅広い相談ニーズに対応できる」とい
うことです。

　それから「患者さんとその家族が同席すること
で問題解決への理解が深まる」ということです。
夫婦や親子で相談室に来られるのですが、自宅で
は、なかなか話し合うことができないようです。
何か言い始めたらお父さんが「黙れ」とか「そん
なことは分かっている」とか言い出して、実際に
はなかなか具体的な話にならないのが実情です。

「だからここに連れてきました。お話してくださ
い」と言われたこともあります。
　以上で終わります。ありがとうございました。

• がんに罹患すると、お金はどんどん出
ていく、時間もどんどん過ぎていく

• 治療や仕事の合間に、お金について相
談するには病院内がベター

• 社会保険労務士とＦＰとの連携で幅広
い相談ニーズに対応できる

• 患者さんとその家族が同席することで
問題解決への理解が深まる

スライド 17　まとめとして
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■ 高橋　みなさまいかがで
したか。すでにご存じだった
こと、ご存じなかったことな
ど色々あったのではないで
しょうか。きっと頭の上の方
にたくさんの「？」が浮かん
でいるのではないでしょうか。
　「がんに強いファイナンシャルプランナーさん
にはどこに行けば会えるのだろうか？」「順天堂
大学附属浦安病院まで行かなくてはいけないの
か？」など色々思われたかもしれません。
　これから 30 分ほどグループワークをしていた
だきます。ご講演への質問をまとめてくださって
もけっこうです。先生方のお話にもありましたが、
家計に関する話なのですがお金の話を家庭でする
のがけっこう難しかったり、気を遣ったりするこ
とはありませんか。
　スライド 1 にある 3 つの「お題」は、賢見先
生が出してくれたものです。「お金に関して、ど
こで相談していますか？」「家族のお立場では、
どんなお金の不安がありましたか？」「治療中、
家計について家族で話し合うことはできました
か？」ということで、どのへんが難しかったです
か、どうされましたかということです。いちおう
こういうお題は立てましたが、お 2 人のご講演
に関するご質問をまとめてくださってもけっこう

です。
　30 分経ちましたらお声を掛けますので、それ
ぞれのグループで 2、3 分ずつ、自分たちのグルー
プで、話し合った内容を発表していただき、私は
ホワイトボードでまとめていきます。たくさんの
グループから似たようなご質問が出るかもしれま
せん。それではお茶を飲みながらお話をお始めく
ださい。

カフェタイム・まとめ

■ 高橋　それでは、そろそろ発表タイムにまい
りたいと思います。ご質問もあると思いますので
だいたい 2 分ほどでまとめていただけますか。
では 1 番グループさんからお願いします。

制度の日進月歩を実感

お金に関して、どこで相談していますか？ 
家族のお立場では、どんなお金の不安がありましたか？ 
治療中、家計について家族で話し合うことはできましたか？

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

お金に関して、どこで相談していますか？

家族のお立場では、どんなお金の不安がありましたか？

治療中、家計について家族で話し合うことはできましたか？

本日のお題
ご講演への質問も大歓迎！
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＜グループ発表 1 番＞
　私たちのグループでは、今、治療で通院されて
いる患者さん、患者ご家族、医療の立場の方など
で話をしました。患者さんの実感としては保険適
用になっている薬がどんどん増えているというこ
とでそれは非常にありがたいということです。昔
は外来では高額療養費制度が使えなかったり、生
命保険も使えない時代があったりしましたが、今
や日進月歩で進んでいるという印象を持たれてい
るということでした。
　それからジェネリックを使うかどうかでも、
ジェネリックなら半額ぐらいになるので、悩んで
しまうけれども、お金も大事なので甘んじて使っ
ていますというお話がありました。
　また子どもの立場としては、親ががんになった
という場合、お金は大丈夫なのかと思って親に聞
くと「全然大丈夫よ、心配ない」という答えしか
返ってこず、本当に大丈夫なのかとちょっとモヤ
モヤした気持ちが残ってしまうことがあるという
話が出ました。高額療養費制度があって、これ以
上はかからないということが本当に分かれば、支
える立場の子どもとしても、家族として安心でき
るという意見が出ました。
　私の方から 1 つ質問させていただきます。医
療費控除の部分で、マイナスするものとしないも
のという話の中で、がん保険の診断給付金は引か
なくてもいいということでしたが、それは診断給
付金だけなのか、通院一時金とか、手術の一時金

なども引かなくてもいいものかどうか教えてくだ
さい。

医療費控除の対象：医療費から
引けるもの・引けないもの

■ 高橋　ありがとうございます。それではお答
えをお願いします。

■ 岡本　がんという診断を
されることで出る一時金です
が、これは引かなくてもいい
です。しかし通院や手術の一
時金は、実際にそれにかかっ
た費用から引いてください。
かかった費用までが限度です。

―診断されたら 100 万円出ましたというところ
は引かなくてもよくて、50 万円で手術を受けま
した。手術のお金が 80 万円おりましたといった
ら 50 万円を引くということですね。

■ 岡本　そうです。手術治療給付金は手術のた
めの給付金という位置づけになりますからそうな
ります。がん診断給付金は、がんと診断されたこ
とによる給付金で治療給付金ではないですから、
治療費から引く必要はありません。

―なるほど。

■ 岡本　逆に言えばがんの診断給付金を治療に
使ったら、税務署によっては引いてくださいと言
われるかもしれません。

■ 高橋　ありがとうございました。もう 1 人ご
質問ですね。
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■ 参加者 A　ウイッグの話なのですがまったく
だめなのでしょうか。ツルッ禿げになるわけです
が、その方に使うウイッグでもだめなのですか。

■ 岡本　なんとも言えませんが美容のためと書
いてあるものはだめです。私はこれは必ずしも美
容のためだけではないと思います。働くために必
要な場合もあるので、ここはこれから変わると思
います。どんどん発信してください。

■ 高橋　現時点では医療費控除の対象にならな
いけれど、これから変わる可能性があるというと
ころでしょうか。

■ 岡本　私の答えられるところは税務署長の判
断だということです。そういう質問を税務署とか
厚生労働省にどんどんしてほしいのです。

■ 高橋　グレーなところと言いますか、判断が
難しいところがけっこうあるということですね。
それでは 2 番お願いします。

きちんと情報を得る重要性

＜グループ発表 2 番＞
　私たちのグループでは、今日のお題の話はあま
り出ませんでした。治療をされていた方も何人か
いたのですが、色々な制度ができる前に治療をさ
れた人と、最近治療をされた人とでは、制度の知
り方にかなりの違いがあり、制度はどんどん変
わっているのだということが話されました。昔は、
高額療養費制度などは申請主義だったのですが、
最近は病院窓口で高額療養費制度を紹介されるこ
ともあり、だいぶ使いやすくなっています。
　また、昔は、病院のがん相談窓口などもなくて、
どこに相談したらいいかも分からない状況だった
のですが、最近はがん診療連携拠点病院には必ず

相談室もありますし、看護師さんの方から「不安
があるなら相談室に寄っていったらどうですか」
というぐらいに、だんだんと患者さんに配慮する
体制ができてきています。
　「お金の不安はありましたか」というお題につ
いては、制度を知っているとほとんど不安はな
かったということでした。健保組合の情報の場合
もあるし、会社の方で病気になった方を心配して
調べてくれて申請の用意をしてくれたりとか、最
近はネット情報もたくさん出ているので、ご自分
で色々とネットを使って調べると制度についても
たくさんの情報が出てきて、そういうことからそ
れほど不安はなかったということです。
　結局、知っていれば不安には思わず治療計画も
立てられますが、もし知らなかったら入院のお金
を聞いただけでも、今後の生活のことが非常に不
安なるという話も出されていたので、やはり情報
をきちんと知るということが大事だという話が出
ていました。

質の高い FP との相談態勢は十分とは
言えない

■ 高橋　ありがとうございました。ご質問はよ
ろしいですか。

―質問としては、本当に色々なことをよく理解さ
れているファイナンシャルプランナーさんには、
どこに行けば会えるのかということです。

■ 賢見　実はそういう FP
の方は本当にいないのです。
なぜそう言いきったのかと言
いますと、僕がいちばんそう
いう人を探していたからで
す。そもそも探してもいない
のでこういう団体を創ったのです。
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　2017 年 3 月からファイナンシャルプランナー
向けに基礎講座をやり始めました。参加者はファ
イナンシャルプランナーの方です。ただファイナ
ンシャルプランナーの方が勉強したからといっ
て、患者さんの話がすぐに聴けるようになるかと
言いますと、そこまで上手にできる方も実はまだ
いないのです。と言いますのは、保険の営業活動
をされているファイナンシャルプランナーは納得
できる保険商品の提案につなげるためのトレーニ
ングしかできていないからです。
　ところががん患者さんのお金の困りごとに関し
ては、実は何に困っているかは、本人にしか分か
らないのです。したがって答えのないところに一
緒に向き合って答えを見つける、落としどころを
一緒に探すという作業になります。そういう作業
は誰もやったことがないし、慣れてもいないので
す。そういうこともあって、われわれはかなり真
剣にそこに取り組んでいるのですが、まだまだで
きていません。本当に時間が足りない部分です。
本庶佑教授のノーベル賞受賞でがん免疫療法やオ
プジーボが有名になったのは良かったのですが、
そういうこともあり治療費に苦慮されている方も
非常に増えているので、急務だと思い頑張って
やっていきます。

■ 高橋　ありがとうございます。拠点病院にファ
イナンシャルプランナーの方が入っていれば、そ
の FP の方を指定して相談に乗っていただくこと
もできますね。「がんと暮らしを考える会」さん
では、個別相談はなさっていないのですね。

■ 賢見　はい、やっていません。いちおう私た
ちのホームページにもファイナンシャルプラン
ナーの方の顔は出して、誰がやっているのかが分
かるような形にはなっています。ただ、会として
はその方たちとの個別相談体制は作っていませ
ん。残念ながらその方たちにお金を払って個別契

約というかたちで相談に乗っていただくか、ある
いはかかりつけの病院さんでも、私たちが関わっ
ている、お手伝いをさせていただいている病院も
あり、月に 1 回ファイナンシャルプランナーさ
んが行って相談に乗っていますので、そういうと
ころで相談していただく感じになります。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは 3 番
グループさん、まいりましょう。

制度や保険を意識して、相談できる
人や場をつくっておくこと

＜グループ発表 3 番＞
　私以外は女性ばかりで緊張して何が話されたの
かよく覚えていません。6 名の内 3 名の方がが
ん体験者でした。みなさん、実体験を非常に説得
力のある言葉でお話してくださいました。みなさ
んが口を揃えておっしゃったのは、「がんに罹る」
ということを、それまでは他人事だと思っていた
ということです。それがいざ自分のこととなると、
よく言われる「まさか」という思いだったという
ことです。そこで色々なことが頭をよぎると思う
のですが、その中の 1 番目、2 番目に出てくる
のが、今回のテーマの「お金」だという話でした。
それが非常に重要な問題として重くのしかかって
くるとうかがいました。
　そこでがん保険に入っていたかどうかという話
になりました。みなさん、いつ入ったのかという
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ことでも非常にマチマチでしたが、がんになった
時に初めて慌てて気づくことが多いということで
した。もっとこうしておけば良かった、ああして
おけば良かったということを保険に関して、みな
さんがお持ちのようでした。私がうかがっていて
感じたのは、社会保障制度や保険について、後で
後悔しないために、しっかりと勉強するというよ
りも少しでも意識をしておくことが大切なのだな
ということです。
　それから、相談窓口で FPの方に相談するのは
少しハードルが高いということであれば、家族の
方でもいいのですが、何かの時にそういうことを
相談できる場所なり、人なりを窓口として決めて
おいていただく、あるいは作っておいていただく
ことが大事だということです。コミュニティの中
にそういうものを持っておいていただけると非常
に有効だということも感じました。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは 4番
グループさんお願いします。

先進医療給付特約についての考え方
・医療費のクレジット払い

＜グループ発表 4番＞
　まず質問です。岡本先生のお話の中で、スライ
ド 8（「進歩するがん保険」129 ページ参照）の
2007年と 2018年の比較の中で、がん先進医療
一時金で計 2,000 万円までというものがありま
したが、その時「勘違いされている方がいる」と
いうお話をされていたのですが、具体的にどうい
う勘違いがあるのか教えてください。

■ 岡本　その勘違いというのは、先進医療はす
ばらしいものだという勘違いです。がんに罹って
も先進医療さえ受ければ何とかなるという思い込
みです。それで、これにこだわってこの特約を付

けてしまいがちだという意味です。ただこの特約
の保険料は月に 100 円もしない安いものなので
付けておいても損はしないとは思います。

―ありがとうございます。4番グループにはファ
イナンシャルプランナーの方や医師の方などプロ
の方がいらっしゃいました。患者の立場からの話
では、医療費が高額になっていることに対して、
高額療養費制度の限度額を使わずに高い医療費を
クレジットで払い、そういう日々の生活の中でポ
イントやマイルを貯めているという話もありまし
たので紹介しておきます。

■ 高橋　分かりました。なるほどそういう考え
方もあるのですね。それでは 5番グループさん、
お願いします。

がん保険を生命保険全体の中に
位置づけて選ぶ

＜グループ発表 5番＞
　色々な話が出て盛り上がりました。お題の「お
金に関して、どこで相談していますか？」に対し
ては、「治療で一杯いっぱい」「仕事も一杯いっぱ
い」「育児も一杯いっぱい」ということで、お金
に関して相談するという発想そのものがなかった
という話が出ました。今現在、治療中の方の話だっ
たのですが、会社で健康保険の制度などについて
たずねたら、自分で健保に連絡してくれと言われ、
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治療でもとても大変な中、仕事の休憩時間を利用
して連絡しなければいけなかったという話があ
り、みなさん共感し合いました。
　それから親御さんの高額療養費制度の申請をし
た方が、本当に制度が煩雑でとても分かりにくく
て大変な思いをしたという話もありました。
　がん制度ドックのチラシやバナーをもっと広げ
たらいいのではないかとちょっと思いました。た
とえば保険会社さんのサイトに入れてしまうとか
保険代理店のサイトに入れてしまうということは
できないでしょうか。そうすればその保険会社で
出している全体の保険の中から選んでもらうこと
ができる。がん保険というところに焦点を当てて
選ぶのではなく逆転の発想で全体から選ぶことも
できるのではないかという話です。体験者の方も、
プロの方もいらっしゃって色々な話が出て大変盛
り上がりました。以上です。

がん制度ドックをもっと広めるために
―みんなで共有を

■ 高橋　ありがとうございました。なるほど、
全体から選ぶというのはありますね。「がん制度
ドック」のいいところは、こういう選択肢がある
ということで一種の見取り図のようになっている
ところ。このツールの周知戦略は何か考えておら
れますか。

■ 賢見　実はこれは法人の自己資金でずっと
やっています。がんとお金という意味では身近か
なところと思って保険会社さんにもリンクをお願
いしたことがありますが、保険会社さんは自社で
作ったものしか張れないということでした。

■ 高橋　保険会社さんが作ったコンテンツです
ね。

■ 賢見　そういうことです。それで保険会社の
サイトにこれを使ってもらうことはなかなか難し
いことではあります。ただ、広報ということでは
一般の皆さんにフェイスブックで周知のための拡
散・シェアを依頼したところ、多くの方がシェア
してくださって、グーグルの検索で 10 ページ目
ぐらいから、いきなり 1 ページ目までに一気に
上がったことがあります。戦略というほどでもな
いのですが、みなさんが本日帰られた時点でフェ
イスブックやツイッターでがん制度ドックをシェ
アしていただけると助かります。そうすると非常
に上位のキーワードに上がってきます。ぜひ、「が
ん」「お金」「家計」などでがん制度ドックを調べ
ていただいたり、シェアしていただけたらと思い
ます。

■ 高橋　ありがとうございました。それでは 6
番テーブルさんお願いします。

今ある保険を見直し、大事にする

＜グループ発表 6 番＞
　6 番のテーブルには岡本さんが最初から入って
くれていたので質問し、お答えいただいていたら
30 分過ぎてしまいました。そこでお答えいただ
いたことをみなさんにシェアしたいと思います。
がん保険は、昔は手術をしないと通院給付は出な
かったという恐ろしい保険だったのですが、いま
だにそういう保険を持っている人もいるかもしれ
ないので、大昔の保険は見直しが必須だという話
がありました。
　がん先進医療給付金特約については、掛け金そ
のものはたいしたことがないので「入るのもあり」
だし、そうなることはないと判断して「入らない
のもあり」で、そのへんは考え方によるというこ
とです。
　それから医療費から「マイナスにするもの・し
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ないもの」という話がありましたが、あの中で医
療費から診断給付金を引いてしまったという方が
おられました。そこは遡って申告もできますから、
引いてしまってもまだ 5 年経っていない方は一
度確かめてみるといいと思います。
　それから患者になってしまってから分かること
なのですが、がんに罹ってしまったら術後 5 年
は保険に入ることはできません。そこで、今入っ
ている保険は「お宝保険」だということです。ずっ
と大事にしなければなりません。ある保険会社か
ら術後 2 年半で入れますという保険が出されて
いましたが、今は売り止めになってしまったそう
です。つまり保険商品としては成り立たなかった
ということです。やはり罹る前に入っておくこと
がいちばんですが、がんになってしまったらしょ
うがないので、今ある保険は大事にしたいという
ことでした。
　質問がひとつあります。ファイナンシャルプラ
ンナーさんへの相談で、本当に相談したい時には
お金を払ってでも相談したいと思うのですが、そ
の相場は 30 分いくらとか、1 時間いくらという
ことで決まっているのでしょうか。

FP に個別相談する時の相場

■ 高橋　社労士さんと同じでがん診療連携拠点
病院で無料相談を受けられるかもしれないけれど
も、個別契約で相談する時に相場はいくらかとい
う話ですね。

■ 岡本　私はもう年金生活者なので仕事として
やっているという感じではないので、個人的には、
個別契約というよりは、聞かれたら、知っている
ことは普通に答えています。私が答えるというよ
りは、こちらに行って聞いてくださいとか、ここ
に行けば解決しますよという行き先を教えるとい
う感じです。

■ 高橋　個別契約の場合はおいくらぐらいなの
でしょう。

―岡本先生の場合ではなくて、たとえば、私の近
くにいるファイナンシャルプランナーと契約する
という場合は、だいたいどういうことになるので
しょうか。

■ 岡本　ファイナンシャルプランナーの場合は、
個別契約の場合は、その方のホームページにだい
たい金額も書いてあります。30 分で 5,000 円と
いうように出ています。

■ 高橋　分かりました。ありがとうございます。
そういうかたちなのですね。いちばん気になると
ころではありますね。それでは 7 番テーブルさ
んお願いします。

がん罹患と保険に関わる
それぞれのさまざまな現実

＜グループ発表 7 番＞
　7 番テーブルは、3 つのお題にいっさい触れる
ことなく雑談で終わりました。本テーブルはサバ
イバーの方、保険代理店の方、家族、企業の人事
の方がいらっしゃいました。話された内容を順に
お伝えします。
　最初は、どういう保険に入っていたかというこ
とです。安い保険料で保障も低い設定の保険に
入っていたが、今は保険には入れなくなったと話
された方がいました。別の方は、5 年経ったので
保険料は割高だが保険に入れるようになったとい
うことです。そこから、どうやって入れる保険を
調べたのかという話になりました。ネットや保険
の窓口や代理店に行って調べたということです。
　保障内容に関しては講演でもお話があったので
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すが、入院給付金と一時金タイプの給付とどちら
がいいのかという話になりました。入院給付金の
場合は入院が終ってからまとめて一括でもらうの
でそれまでは立て替えなくてはなりません。また
診断書が要るので診断書代もかかります。一時金
の方は一括でもらえて貯めておけるのですが、貯
めておける自信がない、使ってしまいそうだとい
う話も出ました。また病気に備えた蓄えとして残
しておけるという話も出ました。入院給付金に関
しては、がん種によって入院期間が非常に短いも
のも、長いものもあるので、一時金タイプとどち
らがいいのかという話も出ました。
　会社の健康保険組合の高額療養費制度の上限額
の話が出ました。健保組合によって付加給付があ
り 1 ヵ月の上限が 2 万円というところもあって、
非常に様々だという話が出ました。社内にアドバ
イザーのようなキャリアコンサルタントの方がい
て病気ではない元気な時でもふだんから色々な相
談ができるという方もおられました。たとえば介
護のこととか、病気に限らず色々な相談ができて、
罹患した時もそういうところで相談できるという
ことでした。そこでは座談会のようなものも開催
されているということでした。元気な時からそう
いう場に行けているので、前から知っている関係
になっているのは非常に強いということでした。
患者の立場でも劣勢にならないのがポイントだそ
うです。会社の風土としても、仕事を辞めるなと
いう姿勢を会社が見せているので、ウチの会社は
こういうようにやってくれる会社なので頑張ろう
というモチベーションが大変上がるという話が出
ました。
　ただ非常にメリットがある福利厚生なので、本
来はお互い様の精神で平等に使われるといいので
すが、どうしてもそういう制度をうまく使うよう
な方ばかりが集ってしまうということが、デメ
リットだそうです。それは中小企業ではなかなか
難しい、大きな会社だからできるのではないかと

いう質問が出ましたが、会社の大きさに関わらず、
この人は会社にいないと困るという存在であれ
ば、べつに中小企業でも大企業でも変らないので
はないかという話になりました。保険代理店の方
からは外部の専門家として相談に乗れるような存
在になりたいという話が出ました。以上になりま
す。

■ 高橋　ありがとうございました。保険代理店
の専門家の方が、会社の立場を離れてニュートラ
ルな相談役になるのは、とてもサポートになるよ
うな気がしました。それでは最後の 8 番テーブ
ルさんお願いします。

20 代のころに入った保険の見直しについて

＜グループ発表 8 番＞
　医療費控除と保険の話で盛り上がりました。医
療費控除で出た話は、マイナスするものなどを細
かく、どう判断するかという話題が出ました。
　保険の方の話では、こういう場合は保険金が出
なかったという事例がたくさん出ました。「進歩
するがん保険」というお話のところで、昔と今で
は保険内容が違うのも、がん治療がそれだけ進歩
している表れではないかという話が出ました。そ
ういう意味では、昔のがん保険が、今のがん治療
に合っていないという現実がある中で、よくある
のは若い時に会社で案内されて入ってしまった保
険があって、実際には 50 代ぐらいで病気になり、
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その時にたとえばがんになってしまってからでは
見直しもできないので、そうなる前に見直しが必
要だということになりました。そうなるとどのタ
イミングで今の時代に合った保険に見直していけ
ばいいのかということになり、がんになる直前に
見直して入り直すのがベストなのでしょうが、そ
のタイミングが難しいという話が出ました。

■ 高橋　がん保険の契約見直しタイミングとい
うことですが、岡本さんいかがですか。

■ 岡本　まだまだ「がん保険」はどんどん進歩
していますので、なかなか難しいのですが、30
年前に入ったがん保険ですと、歳をとっているほ
ど保険料は高くなりますから、20 代のころに入っ
た保険だとすれば、保険料は安かったはずです。
そこで、その安い保険料をベースにして、今は普
通に付いている通院給付金のような特約は付けら
れないかという相談をしていただく。それができ
れば、安いベースの上に乗せることができます。
ベースになる保険料は変らないのですが、特約や
追加で付けた部分について払っていく。がん先進
医療給付金なども付けられますかと聞いてみて、
付けられるなら今の保険に付けるようにすれば、
効率的な見直しができるのかなと思います。
　それから「一時金タイプ」で言うと、がん診断
一時金しかないタイプの保険が最近は出ていま

す。普通は「入院・通院・手術一時金」がベース
にあって、がん診断一時金もあるというものなの
ですが、いくつかの保険会社では、診断一時金だ
けのものがあり、安い保険料で払えるようになっ
ています。私は先ほど、診断一時金は医療費から
マイナスにしなくてもいいと言ったのですが、こ
の場合は、おそらく治療費に一時金が使われると
思うので、ややグレーゾーンだと思います。もち
ろんこの場合も決めるのは税務署なので、この場
合はどうなのですかと聞いてもらって、使った分
だけは引いてくださいというのが本当なのかなと
思います。そこは私もちょっと聞いてみたいとこ
ろです。

■ 高橋　大変ありがとうございました。時間が
あっという間に経ってしまいました。今回いちば
ん思ったのは、自分の保険の契約内容をちゃんと
把握して見直そうということです。見直しは色々
考えた方がいいですね。
　本日は長時間どうもありがとうございました。
本当に学ぶべきことが多かったです。まだまだ
ファイナンシャルプランナーさんのご活動も現在
進行形で変わっていくのだろうなと思います。
　「NPO 法人がんと暮らしを考える会」さんが
地道に活動を続けていらっしゃることと、「がん
制度ドック」という使えるツールがあるというこ
とを、お近くの方にシェアしてお伝えしていただ
ければと思います。
　次回は、2018 年 12 月 17 日にオープンセミ
ナー（「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」）がございます。がん治療が終わったあと、
によって長い時間かけて心臓機能が低下すること
があります。そのことについて順天堂大学大学院
医学研究科教授の佐瀬一洋先生にお話いただきま
す。それから、2019 年 2 月にはまた公民館カフェ
があります。スピーカーは、がん対策情報センター
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の早川雅代先生です。正しい、信頼できるがん情
報をどうやってゲットするかというお話です。こ
れは永遠のテーマですね。ノーベル賞で免疫療法
が非常にホットになっている今、正しい免疫療法
についてがん情報サービスから発信するために、
今、早川先生は、尽力しておられます。ご期待く
ださい。
　それではみなさま、今日はどうもありがとうご
ざいました。＜拍手＞
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「第16回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　56名
平成30年10月23日（火）実施 回答者  42名（回答率　75％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

専門性の高いお話しで、理解できない所もありましたが、情報としておしえて頂き、今後勉強していきたいと思います。リラックスし
てお話しを伺えて良かったです。ありがとうございました。

いろいろな方（患者だけでなく）が参加されていたのが、良かったです。

普段、なかなかFPの方のお話しを聞く機会がないので、とてもよかったです。治療とお金(=生活)は本当に密接で、お金の話しはタ
ブーと思わない風潮が大切だと感じました。

がん制度ドックのことを知れてよかった。医療、制度の時代変遷に合わせて保険の見直しは必要と知った。医療費控除でマイナス
するしないものについては参考になった。

参加者の感想（自由記述）

同席された方々ががんの経験者の方々で、医療費や保険の実際についてよく理解できました。
多様な参加者といっしょにひとつの話を聞くことで生じる多様な疑問、話題におどろきました。

心の安定のため、お金の問題は非常に重要であり、病院内での相談窓口の重要性を改めて実感いたしました。貴重なお話をあり
がとうございました。

はじめて参加させていただきました。聴講とディスカッションのバランスがよく、とても楽しく学べたと思います。また参加したいで
す。がんになったあとの家計のことはがんになる前に知っておくのが大切だと痛感です。

お金の問題は治療の継続にとって一番問題なので、テーマとして取り上げていただいて進歩しているのを実感できました。

養子縁組（がんで妊孕性を失ったサバイバー向け。欧米では、選択肢として自然に上がってくるが、日本では認知度が低く、がん
サバイバーでも利用できる養子縁組システム、団体があれば紹介して頂けると嬉しいです。エンディングノート・遺言書・リビング
ウィル等いわゆる終活（明るく普通に考えて備えたい。がんにならなくても誰もが避けられない死に備える）

今まだ知らなかった、細かい部分の保険（医療費からマイナスするものしないもの）を知ることができ、大変勉強になりました。又、
グループディスカッションでは、お互いに意見交換でき、知恵や知識も届き、とても良かったと思います。本日は、貴重な勉強会に
参加させて頂き、感謝しております。とても役に立ちました。

在宅ケアのポイントについて知りたい。社労士の方にもお金のことについて詳しくお話を聞いてみたいです。

キャンサ－サバイバーの日々の生活と不安をどう解消しているのかを知りたい。自分の病気に対する理解度。
今後も、この様な身近の困り事（生活のこと、仕事のこと、食のこと等）の開催を期待しております。

開催に関する希望（自由記述）

仕事のあとに来て、おにぎりがあり、感動しました！勉強と食事共にありがとうございます！

がん制度ドックはとても簡単でわかりやすいです。私は患者会にも入っているので、共有したいと思います。また、解決したい問題
をナビゲートしてもらえるようなサイト、人たちにつながれる場所がもっと広く周知されるといいですね。

良質な話ができた。

ありがとうございました！初めてでしたが、仲間に入りやすくて温かい会でした。仕事帰りでしたのでお茶とお茶菓子もうれしかった
です。ごちそう様でした。

実は4～5年前にがん制度ドックを利用してみたことがあったが、その時よりはるかにわかりやすく、利用しやすくなりました！！と
ても分かりやすく説明していただき、良かったです！サバイバー以外のFP・保険会社員・人事の方などいらしていたのが嬉しかっ
たです。サバイバー以外の方に意識して頂いたり、サバイバーの声を直接きいてもらえる機会となって良いと思いました。

整理できました。自分はNSですが、お金に詳しいNSになろうかと思いました。がん暮の定期会に参加してみようと思いました。
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「第16回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　56名
平成30年10月23日（火）実施 回答者  42名（回答率　75％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

専門性の高いお話しで、理解できない所もありましたが、情報としておしえて頂き、今後勉強していきたいと思います。リラックスし
てお話しを伺えて良かったです。ありがとうございました。

いろいろな方（患者だけでなく）が参加されていたのが、良かったです。

普段、なかなかFPの方のお話しを聞く機会がないので、とてもよかったです。治療とお金(=生活)は本当に密接で、お金の話しはタ
ブーと思わない風潮が大切だと感じました。

がん制度ドックのことを知れてよかった。医療、制度の時代変遷に合わせて保険の見直しは必要と知った。医療費控除でマイナス
するしないものについては参考になった。

参加者の感想（自由記述）

同席された方々ががんの経験者の方々で、医療費や保険の実際についてよく理解できました。
多様な参加者といっしょにひとつの話を聞くことで生じる多様な疑問、話題におどろきました。

心の安定のため、お金の問題は非常に重要であり、病院内での相談窓口の重要性を改めて実感いたしました。貴重なお話をあり
がとうございました。

はじめて参加させていただきました。聴講とディスカッションのバランスがよく、とても楽しく学べたと思います。また参加したいで
す。がんになったあとの家計のことはがんになる前に知っておくのが大切だと痛感です。

お金の問題は治療の継続にとって一番問題なので、テーマとして取り上げていただいて進歩しているのを実感できました。

養子縁組（がんで妊孕性を失ったサバイバー向け。欧米では、選択肢として自然に上がってくるが、日本では認知度が低く、がん
サバイバーでも利用できる養子縁組システム、団体があれば紹介して頂けると嬉しいです。エンディングノート・遺言書・リビング
ウィル等いわゆる終活（明るく普通に考えて備えたい。がんにならなくても誰もが避けられない死に備える）

今まだ知らなかった、細かい部分の保険（医療費からマイナスするものしないもの）を知ることができ、大変勉強になりました。又、
グループディスカッションでは、お互いに意見交換でき、知恵や知識も届き、とても良かったと思います。本日は、貴重な勉強会に
参加させて頂き、感謝しております。とても役に立ちました。

在宅ケアのポイントについて知りたい。社労士の方にもお金のことについて詳しくお話を聞いてみたいです。

キャンサ－サバイバーの日々の生活と不安をどう解消しているのかを知りたい。自分の病気に対する理解度。
今後も、この様な身近の困り事（生活のこと、仕事のこと、食のこと等）の開催を期待しております。

開催に関する希望（自由記述）

仕事のあとに来て、おにぎりがあり、感動しました！勉強と食事共にありがとうございます！

がん制度ドックはとても簡単でわかりやすいです。私は患者会にも入っているので、共有したいと思います。また、解決したい問題
をナビゲートしてもらえるようなサイト、人たちにつながれる場所がもっと広く周知されるといいですね。

良質な話ができた。

ありがとうございました！初めてでしたが、仲間に入りやすくて温かい会でした。仕事帰りでしたのでお茶とお茶菓子もうれしかった
です。ごちそう様でした。

実は4～5年前にがん制度ドックを利用してみたことがあったが、その時よりはるかにわかりやすく、利用しやすくなりました！！と
ても分かりやすく説明していただき、良かったです！サバイバー以外のFP・保険会社員・人事の方などいらしていたのが嬉しかっ
たです。サバイバー以外の方に意識して頂いたり、サバイバーの声を直接きいてもらえる機会となって良いと思いました。

整理できました。自分はNSですが、お金に詳しいNSになろうかと思いました。がん暮の定期会に参加してみようと思いました。
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　みなさん今晩は。第 17 回公民館カフェを始め
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
高橋です。今日もよろしくお願いします。
　「公民館カフェ」のリピーターの方はどのくら
いいらっしゃいますか。けっこうおられますね。
1 月の第 16 回オープンセミナーは、「統合医療
は信用できるか～信頼できる情報の探し方～」と
いうテーマでしたが、そこにご参加の方はどのく
らいいらっしゃいますか。まあ、随分たくさんい

らっしゃいますね。
　がんサバイバーシップ支援部は 3 種類のオー
プン参加のプログラムを開いています。ひとつが

「オープンセミナー」、もうひとつは「公民館カ
フェ」。3 つめが「ご当地カフェ」という、この「公
民館カフェ」を首都圏以外の土地に出前している
イベントです。
　先日の「オープンセミナー」は、先生の講演の
後、ザックバランに質疑応答をするという形でし
た。今日の「公民館カフェ」は、テーマが学術的
なものからやや暮らし目線にシフトしています。
最初の 1 時間、早川先生にお話いただきます。
その後、お茶を飲みながら 30 分のカフェタイム
があります。その後に、本日は 8 グループですが、
それぞれのグループから、話し合ったことについ
てご発表をいただきます。それをホワイトボード
にまとめながら、感想を共有する感じです。
　こうした交流できる時間はあるようでなかなか
なく、「公民館カフェ」のウリは、色々な人が集
まるということです。毎回、半数ぐらいは、実際

ネット情報との付き合い方
～その情報、信頼できますか？～

メインテーマ

2019 年 2 月 15 日
18 時 30 分～ 20 時 30 分

中央区月島区民館５号室　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

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

開会の挨拶

第 17 回　公民館カフェ
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にがんの治療をお受けになっている方、あるいは
そのご家族の方です。残り半数は医療者、企業の
方、行政の方、メディアの方など色々です。国立
がん研究センターの関係者も参加します。重複回
答があるのですが、今日は、ご本人・ご家族が 4
割ぐらい。医療者が 2 割。メディア関係者、企
業関係者、がんセンター関係者がそれぞれ 1 割、
行政も 4％です。ふだんは接点が少ない方とも「情
報」というネタについておしゃべりをしていただ
きたいと思います。「立場が違うと、見えるもの
がこれほど違う」という発見になると言う方も多
いです。
　資料の確認をいたします。パワポの資料と『が
んのことならがん情報サービス』『知れば安心 が
ん情報』という冊子、さらに がん研究振興財団
が出している『情報とがん』という冊子と、アン
ケートになります。

　本日のスピーカーの早川雅代先生をご紹介しま
す。早川先生は、がん対策情報センターのがん情
報提供部医療情報コンテンツ室に所属され、そこ
の室長でいらっしゃいます。この部署はまさに国
立 が ん 研 究 セ ン タ ー の「 が ん 情 報 サ ー ビ ス

（ganjoho.jp）」を作っている総本山で、日夜、
一生懸命コンテンツを作ってくださっている先生
です。
　みなさんは「がん情報サービス」のことはご存
じだと思いますが、今日は、それがどのように作
られ、更新され、そこにどのようなご苦労や工夫
があるかという裏話も含めて、なかなか表には出
ない内容を 1 時間しっかりお話いただこうと思
います。
　色々なご質問があると思うので、最後のまとめ
の時間にお受けします。それでは早川先生よろし
くお願いします。

147開会の挨拶　
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はじめに

　今日は、みなさんとお話できることを楽しみに
して参加させていただきました。どうぞよろしく
お願いいたします。
　本日は、大きく 4 本立てでお話をさせていた
だきます。「ネット情報との付き合い方」という
テーマですから、まず「1．インターネットとは」
と「2．医療情報とは」のお話、次に両方をあわ
せた「3．ネット情報とは」のお話、その後に「4．
ネット情報との付き合い方」についてお話したい
と思います（スライド 1）。

1．インターネットとは

①インターネットは便利
　昔は情報をやり取りするのはフェイス to フェ
イスだったと思います。それが 1990 年代ごろ
からやっと携帯電話での情報交換が始まり、
2000 年ごろからインターネットが使われるよう
になりました。まだインターネットが普及してか
らは 20 年ぐらいしか経っていないですが、とて
も便利です（スライド 2）。

スライド２　インターネット ( ネット）は便利！！

② がん情報の収集にも多くの人がネットを使って
いる

　しかし今は、ネットを使っている人は 8 割を

早川　雅代
国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報提供部

医療情報コンテンツ室室長

ネット情報との付き合い方 
～その情報、信頼できますか？～

スライド１　 ネット情報との付き合い方～その情報、信頼
できますか？～
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超えていて、若い人はほとんどの人がネットを
使っています。そして多くの人が、スマートフォ
ンを使っています。
　がん情報を探すということに関してもインター
ネットを使う方が非常に多くなってきていて、特
に「60 歳以下」の方で多いようです（スライド 3、
4）。

③ネットに情報を出す人には、目的がある
　色々な方がこのインターネットに情報を出され
ていますが、どういう目的で情報を出しているの
でしょうか。スライド 5 は、インターネットに
情報を公開する人や組織を示したものです。国や、
私どものような国立機関、医療機関、企業、そし
て NPO 法人や個人の方など色々な機関・組織や
人が情報を出しています。
　インターネットには、色々な目的があって情報
が出されていると思われます。SNS で情報を発
信するのは簡単ですが、インターネットに情報を
出すには、ホームページをきちんと立ち上げて発
信する必要があり、ある程度の労力がかかります
から、そこには様々な目的があると思われます。
やや意地悪目線で、ネットに情報を出す際に裏に
秘めているかもしれない目的を書かせていただき
ました。医療機関であれば、受診患者さんを増や
したい。企業であれば患者さんを増やして自分た
ちの薬を使う人をもっと増やしたいといった気持
ちがあるのかもしれません。個人の方などは、有
名になりたいから出しているのかもしれません。
このような裏の目的も疑ってみて、営利目的では
ないか、お金をもらっていないかなどについて、
たとえ情報を出しているのが有名大学の先生で
あっても、私ども元国立がん研究センターの先生
であっても、考えてみることが必要だと思います。

スライド 5　ネットに情報を出す人の目的は？

スライド 4　 年齢別インターネット（がん情報サービス以外
の利用率）

スライド 3　がんの治療法や病院についての情報源

149ネット情報との付き合い方～その情報、信頼できますか？～ 　

29年度�ンサ�イ�ー.indb   149 2019/03/30   8:31



④ ネット検索結果の上位のものが良い情報とは限
らない

　みなさんはどのようにネット検索をされていま
すか。「ググって」いる、つまり Google 検索を
されている方がほとんどではないでしょうか。こ
の Google 検索で出てきた結果をみなさんはど
のような順番でご覧になりますか、ちょっと手を
あげてみてください。いちばん上をクリックする
方、2 番目、あるいはタイトルを見て引きつけら
れるものからでしょうか。タイトルは多いですね。
広告を避けてその次からという方はどうですか。
これも多いですね。本日は優秀な方が多いようで
す。今日の私の話は必要ないかもしれませんね（ス
ライド 6）。
　最近ですと、本庶先生のノーベル賞受賞の
ニュースにより「免疫療法」で検索された方がい
らっしゃると思いますが、今は Google で「免
疫療法」で検索すると、いちばん上には広告は出
ません。
　しかし「免疫療法　オプジーボ」で検索すると
広告がいちばん上に出てきます。Google 検索で
は普通は広告がいちばん上に出ます。Google 社

スライド 6　ネットの検索結果はどの順番で見ますか？

スライド 7　「免疫療法　オプジーボ」で」検索すると・・・

スライド 8　検索結果は機械が常に解析している

にて「免疫療法」で広告を
いちばん上に表示すること
への社会的影響を考えて対
応されたのではないかと
思っています（スライド
7）。
　ネットでの検索結果は裏
で機械が常に解析をしてい
ます。スライド 8 は、「が
ん情報サービス」のデータ
を Google 社が解析した
ものです。このようにどの
ようにサイトを見ているか
ということがリアルタイム
で解析されています。
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（スライド 9）。
　このような場合によっては健康被害につながる
営利の会社の情報を避けるために私どもはヤフー
社と連携させていただき、Yahoo 検索では、私
どもの「がん情報サービス」の画面がいちばん上、
広告よりも上に表示するようにしていただいてい
ます。ただこうした取り組みはまだほんの一部で
す（スライド 10）。
　もうひとつみなさんお気づきかと思いますが、
たとえば私と高橋先生で同じ単語で検索しても、
違う検索結果が表示されるようになってきまし
た。これは先ほどご紹介したように裏で解析が
ずっと行われていて、その人が以前、何を見たか
ということによって検索結果を変えているので
す。したがって、今後はネット検索をした時にい
ちばん上に出てきているものが本当に良い情報か
ということをより考えていく必要が出てきます

（スライド 11）。
　「1．インターネットとは」のまとめはスライ
ド 12 です。

スライド 9　検索結果で上位に表示されるのは？

　このような解析をもとに、検索結果は表示され
ています。何が上位に表示されるかについては、
企業秘密で正確には分からないのですが、通常は
まず広告、その次はよく見られているページ、訪
問されやすいページの順に表示されているようで
す。この表示のしくみを利用して、上位に表示す
るための仕掛けを考える（SEO 対策）専門の業
者がいます。この対策がされているページが上位
に上がってくると言われていますので、営利の会
社の情報が上にきやすいということになります

スライド 10　国立がん研究センターとヤフーの連携
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2．医療情報とは

①医療情報ではなかなか断定表現はできない
　まず最初に医療は不確実なものだということを
理解しておくとよいかと思います。
　医療において、治療効果が 100％ということ
はないですし、0％ということもありません。臨
床試験でよく行われることですが、スライド 13
のようにまったく同じように見えるカプセルの片
方を、薬が入っている方かどうかは分からない状
態で飲んでいただきます。入っていないカプセル
を飲んだ方でも効く方はいます。また入っていな
いものを飲んでも副作用が出る人もいます。医療
というのはその人によっても変ってくるので、な
かなか断定表現はできません。そのため、正確な
情報はかえって歯切れが悪い表現になってしまう
ことがあるのです。

スライド 11　 ネット検索の表示情報が個人別になってきて
いる

スライド 12　「1．インターネットとは」まとめ

スライド 13　医療は不確実なもの

②エビデンス（科学的根拠）にはレベルがある
　医療が不確実なものであるとしても、できるだ
け効果があると分かっている治療を受けたいもの
です。やや専門的な用語になりますが、科学的に
できるだけ効果があると分かっている証拠がある
ことを「エビデンス（科学的根拠）がある」と言
います（スライド 14）。
　このエビデンスというのは、私どもが情報を作
る時にもいちばん重要なキーワードになっていま
す。このエビデンスは低いものから高いものまで
あります。いちばん低いのは試験管での研究です。
その次に動物で、さらに人で研究がなされます。
人での臨床試験の中でもエビデンスのレベルは低
いものから高いものまで色々です。エビデンスは

スライド 14　エビデンス（科学的根拠）とは
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ひとつの研究だけでは分からないので、多くの研
究をまとめて検証し、その結果がどうであったか
によってエビデンスが高いかどうかが決められて
いきます（スライド 15）。
　エビデンスに基づいて医療を行っていきましょ
うというのが、今の流れです。このエビデンスに
基づく医療というのは、ただ科学的に非常に良い
からということだけで治療をするのではなく、受
けられる患者さんの希望や、置かれている状況な
どに、専門的な知識を重ね合わせて行っていくも
のです（スライド 16）。

③ エビデンスに基づくいちばん良い治療（標準治
療）は診療ガイドラインとしてまとめられてい
る

　このエビデンスに基づく医療を支援するために
診療ガイドラインというものが作られています。
診療ガイドラインは先述したようにたくさんの研
究を集め、それを検証し、多くの専門の先生方が
集まり、議論をして、そこに患者の方も加わりな
がら作られていくものです（スライド 17）。
　スライド 18 のような『胃癌診療ガイドライン』
や『乳癌診療ガイドライン』などが作られていま
す。これは医療者向けに出されていますので、内
容的には私どもが読んですぐに分かるものではあ
りません。現在、がん領域では約 70 種類ぐらい

スライド 16　エビデンス（科学的根拠）に基づく医療

スライド 15　エビデンス（科学的根拠）のレベル スライド 17　 エビデンスに基づく医療を支援するための診
療ガイドラインの作られ方

スライド 18　［医療者向け］診療ガイドラインなど
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④ 信頼できる情報をつくる
にはかなりの時間と労力
がかかる

　そのような状況の中で、
私どもはスライド 20 や
21 のような形で「がん情
報サービス」として患者さ
ん向けの情報提供をさせて
いただいています。
　「がん情報サービス」で
は、医療者の方とお話をし
ながら、診療ガイドライン
などの専門家向けの情報な

スライド 19　［患者向け］診療ガイドラインの解説など

スライド 20　がん情報サービスの患者・市民向け情報

スライド 21　信頼できる情報を分かりやすく：「がん情報サービス」サイト

のガイドラインができていて、毎年増えてきてい
ます。診療ガイドラインを作るのは非常に大変と
のことですが、各ご専門の先生方が非常に頑張ら
れていらっしゃり頭が下がる思いです。この診療
ガイドラインに載っているものは、エビデンスに
基づく、今の時点でいちばん良い治療（標準治療）
だと言われ、これらは公的保険で受けられるもの
になります。
　この診療ガイドラインが患者向けにあれば、私
たちも分かりやすいのですが、現時点では、がん
領域では患者向けに書き下ろされたものは 9 種
類ぐらいです（スライド 19）。

どを患者さん向きの言葉に置き換えて情報を作っ
ています。みなさまが先生とお話をしていただく
時の助けになる、そして先生方とみなさまをおつ
なぎするような情報を作りたいと思って活動をさ
せていただいています。
　ここからは、本日高橋先生からいただいたお題
であるがん情報サービスの舞台裏についてお話さ
せていただきます。
　「がん情報サービス」は現在 18,000 ページほ
どあります。膨大なページ数です。データベース
から出している情報も含まれていますから一般の
方に向けたページは、1,500 ページぐらいです。
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ビス」の情報提供の手順を紹介したものです。左
から右に向って順番に情報を作成させていただい
ています。いちばん早くできてもひとつのコンテ
ンツで半年ほどかかります。長いものでは 3 年
もかかっています。正しい、信頼できる情報を作
るにはこれくらいかかるのだということを知って

そうは言っても 1,500 ページは大変な量です。
　医療の情報はどんどん新しくなりますから、3
年に 1 回ぐらいは更新が必要ですが、なかなか
追いついていないのが現状です（スライド 22）。
　なぜ追いつけないのかという舞台裏のお話をさ
せていただきます。スライド 23 は「がん情報サー

スライド 22　がん情報サービスの閲覧数と更新状況

スライド 23　「がん情報サービス」における情報提供の流れ
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いただけたらと思います。
　スライド 24 はスライド 23 を図示したもので
す。左上にあるように、まずエビデンスを確認し
ながら情報収集をし、精査をしてから情報を執筆
します。執筆したものに関しては、がん情報サー
ビス編集委員会で査読を依頼していいか、原稿自
体の方向性が間違っていないかという議論をまず
します。議論のうえ書き直したものを、専門の先
生や患者、市民の方、がん相談支援センターの相
談員の方、看護師の方など色々な方に査読を依頼
します。ここでまたこの表現は良くないというこ
となどで私どもの方に戻され、そういうやり取り
を何度かして原稿を作成していきます。ある程度
情報がフィックスすると、校正、校閲を何度も繰
り返します。ひとつひとつの図表などには著作権
がありますから、使用許諾を正式に文書でお願い
をしていきます。その際に患者さん向けに分かり
やすく書き下した部分についての変更の依頼もあ

り、さらに原稿に手をいれていくことを繰り返し、
最終的に原稿を仕上げています。その仕上がった
原稿をまた編集委員会にかけ、それからみなさま
のお手元に届けるという形をとっています。
　先ほどお話した 6 ヵ月～ 3 年の内、いちばん
長い 3 年かかったのは免疫療法のページです。
この最初の原稿は、査読をしてくださった専門家
の先生にまったくだめだと言われ、全面的に書き
直しました。その後も、何度も書き直し、本当に
どれだけ原稿が変ったか分からないといった状態
で仕上がったものです。このようなことが私ども
の舞台裏になるのでしょうか。
　「2．医療情報とは」のまとめはスライド 25 で
す。

3．ネット情報とは

①ネット情報は溢れ、誤った情報が増えている
　「ネット情報とは」というお話をさせていただ
きます。今はインターネットだけではなくてテレ
ビや書籍など色々な情報があり、みな情報に溺れ
ています。私も溺れています。
　調べれば調べるほど何だか分からない、何を信
じたらいいのだろうかと思うのは、たぶんみなさ
ん同じ気持ちなのではないかと思います（スライ
ド 26）。
　スライド 27 は平成 30 年に厚労省から公表さ
れた第 3 期がん対策推進基本計画に書かれたも
のです。そこに「科学的根拠に基づいているとは
いえない情報が含まれていることがあり、国民が
正しい情報を得ることが困難な場合がある。」と
あります。国もこうしたことを認識しているとい
うことです。
　誤った情報例としては、2016 年にディー・エ
ヌ・エーという会社のヘルスケアの情報まとめサ
イト「WELQ（ウェルク）」がネット上で炎上し、
サイトがすべてクローズとなったという騒動があ

スライド 24　「がん情報サービス」における情報の作成

スライド 25　「2．医療情報とは」まとめ
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スライド 26　 ネット情報の現状：信頼できる情報が分から
ない

ります。
　その際には「専門家による監修のないまま、根
拠が不明確な医療関連記事を載せていた…」こと
から非常に叩かれました。たとえば「肩凝りは幽
霊が原因のこともある」ということをまことしや
かに、他の間違っていない情報の間に混ぜて書い
てあったようです。そうすると、そのような情報
を本当かなと思う人も出てきてしまいます。
　このようなことも受けて 2017 年 12 月に
Google 社は医療に関する検索結果を改善する取
り組みをされました。医療従事者や専門家、医療
機関等から提供されるような、より信頼性が高い
有益な情報は、検索結果の上位に表示されるよう
になりました。
　この Google 社の試み、そしてヤフー社との
連携もあり、検索結果が変わり「がん情報サービ
ス」へのアクセスが非常に増えました。それは裏
を返せば、今までは広告や、あまり見ない方が良
い情報を見られていた方が多かったのだと考えら
れます（スライド 28）。

スライド 27　 現在のがん情報提供の領域で問題となってい
ること

スライド 28　「がん情報サービス」へのアクセス数の推移
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② ネット情報の広告規制は見直され、監視も始
まったが…

　ここまではネット情報の現状の話をさせていた
だきました。誤ったと言いますか、見ない方がい
い情報はなくしてくれればいい、インターネット
にあること自体がおかしいとみなさん思われると
思います。
　実は、2018 年 6 月にネット上の医療情報に
関する法律が変わりました。もともと広告規制は
ありました。スライド 29 の左が昔のものです。
医療機関は看板などで、むやみに自分たちの宣伝
はできませんでした。ただ Web サイト上に関し
てはとくに規制がありませんでした。その理由は、
インターネットは患者さんも含め私たち自身が自
分たちで探しに行くもので、向こうからプッシュ
されてくるものではないから規制の対象外とされ
ていました。つまり、ホームページやインターネッ
ト上の医療情報には規制がなかったのです。
　しかし、医療上の問題が起きていることからこ
の法律が施行されることになり、Web サイトに
関しても虚偽内容をうたっている時には罰せられ
ることになりました。
　スライド 30 はどのようなことが規制されてい
るかをお示ししたものです。未承認の医薬品や、

「絶対に安全な…」、あるいは「最高の…」や「日
本一…」などをうたった広告は規制対象です。「知
事の許可を取得した病院です。」なども誇大広告
にあたります。こういうようなことが書いてある
ものは、規制されることになりました。
　なお、体験談に関しては、医療機関が自分の病
院で治療を受けた人の体験談を載せることは規制
されましたが、個人の方が自分の体験談を載せる
ことについての規制はなされていません。
　この規制に関しては 2017 年 8 月から監視も
されるようになっています。医療機関ネットパト
ロールというものが厚労省の指導で行われていま
す。ここには私たち、誰もが通報できます。この

ネットパトロールでは、かなりの件数の通報があ
り、対応がなされていることが報告されています。
　しかし、対応しなさい、直しなさいという指導
を受けたところは、その指導を受けた内容を違う
形で、顔を変えて出してくるので、結局イタチごっ
こだという話も聞いています。誤った情報を駆逐
するのは非常に難しいことだと思います（スライ

スライド 29　誤った情報はなくせる？ネット情報の広告規制

スライド 30　 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療
所に関する広告等に関する指針（医療広告ガ
イドライン）：禁止される広告について
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ド 31）。

③ネット情報の認証もあるが…
　それならば反対に良い情報、正しい情報にラベ
ルを付けて教えてくれればいいのにと思われるか
と思いますが、その取り組みもされています。
HONCODE というのは世界的にも古くから使わ
れているもので、インターネット上の情報の認証
を行っています。日本でも e ヘルス倫理コード
というものがあります（スライド 32）。しかし、
残念ながら、すべてのインターネットのサイトに
なされているものではなく、認証を得たいという
企業や病院が自ら取得するものなので、すべての
良い情報に付いているものではありません。さら

スライド 31　医療機関ネットパトロール

スライド 32　  正しい情報にラベルをつけられる？：ネット
情報の認証

スライド 33　「3．ネット情報とは」まとめ

に、この認証は、プライバシーに配慮し、勝手に
個人情報を使っているものではないということを
主に審査するもので、内容に踏み込んだものでは
ありません。
　「3．ネット情報とは」のまとめはスライド 33
です。

4．ネット情報との付き合い方

　4 つのことをお話させていただきます。

① 「自分のこころの状態を知っておく」「わざと
疑う！」

　まずひとつめですが、今必要な情報は何かを考
えて、今自分がどういう状態か、何を信じたらい
いのか、何に迷っているのか、何かしたいと思っ
ているのか、他の人はどうしているのかというよ
うなことをまず考えるということです。嫌な言い
方ですが、騙す人はやはりいるのです。私たちは
信じたいものがあればやはり信じます。良いこと
が書いてあれば、まちがっているかなと少し思っ
ても信じたい気持ちになります。そういうことを
自分の心に問いかけながら、わざと疑ってみたら
どうかというのが私からの提案です（スライド
34）。
　そうした心の状態を知りながら情報を見極めて
いくことが大事だと思います。残念ながら、正し
いネット情報は空から降ってくるわけではありま
せん。私たちが自分で探して、本当に良い情報か
どうかを見極めていくしかないと思っています。
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ド 35 にある 3 点を見るこ
とをお勧めします。いつ作
られた情報か。誰が作った
情報か。何を書いてあるか。
これぐらいでしたらパッと
見て確認できるのではない
でしょうか。

② いつ、だれ、なに（研究
対象、情報源）を確認し
てみる

≪「いつ」を確認してみる≫
　いつ作られたのかは何よ

スライド 34　自分のこころの状態を知っておく

スライド 36　いつ作られた情報か？

スライド 35　情報の見極め方：いつ？だれが？なにを？

りも大事だと思っています。スライド 36 には「約
3 年を目安に」と書かせていただきました。しか
しこの目安は非常に難しいと思っています。先ほ
どご紹介した診療ガイドラインでは 4 年を目安
に作りましょうとなっているそうです。ただ『肺
癌診療ガイドライン』では 1 年ごとに更新をさ
れているような、医療情報はどんどん新しく進歩
していっているものです。ですから、おおよそ 3
年ぐらいを目安にして、それよりも古いもの、た
とえば 10 年前の情報などは、最初から見ないと
した方がいいと思います。
　スライド 37 では更新日が書かれています。い

スライド 37　いつ作られた情報かの調べ方

情報の見分け方については、色々な観点がありま
すが、なかなか全部はできないので、このスライ
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責任を持つことができる組
織の情報』を見ていきたい
ものです。個人の情報しか
な い 場 合 に は、2 人 や 3
人というように少しでも人
数が多いものを見たいもの
です。
　この「だれが」の見つけ
方ですが、いちばん下に「こ
のサイトについて」という
ページへのリンクがあり、
情報提供者が何者かについ
て書かれていることが多く
なってきました。まずそこ
を見るといいと思います。
その情報に責任を持とうと
思っている組織の場合に
は、私たちはどういうもの

つ作ったものかということを配慮しているページ
は、いちばん上の右側や画面をスクロールしてい
ちばん下に、作成日が書かれていることが多いで
す。まずページを開けたら「いつ」がどこに書い
てあるかをスクロールして調べてみるのがいいと
思います。

≪「だれが」を確認してみる≫
　その次に確認するのは「だれが」です。これも
大事です。これは医療の専門家でなくても分かる
ことです。企業が出しているのなら、販売目的で
お金もうけのために出しているものかもしれませ
ん。個人のものであれば、もしかしたらその先生
には COI（利益相反）があるかもしれないといっ
たことも考えることが必要です（スライド 38）。
　もし公共の情報があれば、その方が良いと思い
ます。見極めるポイントは、やはり『個人の情報
よりは、部署や組織の情報であること。そしてよ
り公式なものの方がより信頼できる、その情報に

スライド 38　だれが提供している情報か

スライド 39　情報提供者の調べ方

で、どういう目的で情報を提供しているかという
ことが書いてありますので、ぜひ見ていただけた
らと思います。私はネットでページを開けたら、
いちばん上といちばん下を最初に見ることにして
います（スライド 39）。
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≪「なにを」を確認してみる≫
　「なにを」が何よりも難しいです。そもそもそ
の領域の専門の先生でなければ難しいことが多い
と思います。よく分からない時は自分がかかって
いる先生に聞いてみるのが何よりもいいことです

（スライド 40）。

スライド 40　何を提供している情報か

ａ 研究対象は？
　そうは言っても少しは自分でも見ていきたいと
思います。その場合に見極めやすいものをあげて
みました。まずは研究対象は何かです。効果があっ
たという時に、まずは、細胞の話なのか、動物の
話なのかといった、どのようなレベルでの研究か
を見るとよいと思います。新聞などマスコミの情
報は、新しい研究について情報を流すことが多く、

私たちはそういうものに飛びつきます。しかしよ
く考えてみると、これは動物で効果があっただけ
だということで、人で効果が認められたわけでは
なく、まだまだ先は長いということが分かります。

（スライド 41）。

ｂ 情報源は？
　もうひとつの「なに」を見極めるポイントは、
情報源は何かです。どこからきた情報かが明示さ
れているかどうかの確認をすることです。スライ
ド 42 ではこの図の情報源を明示しています。こ
のようにどこからの情報かが書かれているサイト
はより信頼できます。

スライド 42　情報源は明記されているか

ｃ 表現に注意する
　大きく 3 つのお話をさせていただきました。
そのようなことは前からやっているという方も多
いと思いますが、より情報を見極めるためのポイ

スライド 41　研究対象は誰かを考える
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ｄ 広告でないかを疑う
　広告でないかを疑うことも大事です。良いサイ
トでは、広告の場所を情報の部分と区別して表示
しています。一方で、普通の文章で正しい内容が
書かれているサイトで納得できると思って、見て
いくと文章の間に「海外医薬品個人輸入代行サー
ビス」のぺージに誘導されるといったサイトがあ
ります。先ほどの認証の規程の中にもそうしたこ
とが挙げられています。広告ときちんと区別して
情報を出しましょうとなっています。

ｅ  ブログや体験談は書いた人の特有の情報であ
ると思って読む

　ブログや体験談は非常に分かりやすく、読んで
みたい、自分に合うものを探したいという気持ち
はあると思いますが、書かれている情報はその人
独特の情報であるかもしれないと思って読むのが
大事だと思います。スライド 44 に例が挙げてあ
ります。「ブログにある患者さんが、ハーブティー
を毎日飲んだらがんが小さくなったという書き込
みをした。実際には、標準治療をした患者さんだっ
たが、そのことは書いていなかった。」というこ
とがあったそうです。ブログにはしっかり標準治
療をしたということは書かれず、ハーブティーを
毎日飲んだということしか書かれていません。ブ
ログだけを読んだ私たちには本当のところは分か

ントとして、もしできればこういうこともという
ことをスライド 43 で少し挙げさせていただいて
います。「こういう表現があったら注意する」と
いうのはみなさんでもできると思います。まず断
定表現です。先ほど医療情報は不確実であるとお
話しました。断定表現をしているものは怪しいと
思うのがいいと思います。医療では、本当に正し
いことを伝えようとすると「そうかもしれない」
という表現になるのが普通で、そちらの方が本当
だと思います。
　惹きつける言葉も注意が必要です。「あきらめ
ない」「体に優しい」という言葉は非常に惹きつ
けられます。このような言葉がうたわれているも
のは、怪しいと思ってみるのがいいと思います。
　また、広告の規制がなされたことによって色々
な情報をネット上に出せなくなりました。そこで

「無料相談会にどうぞ」とか「無料がん相談をし
ます」というサイトが出てきていて、相談に行く
と効果があきらかでない高額の自由診療を勧めら
れることがあるという話もきこえてきています。

「無料」には惹きつけられますが、気をつけてい
ただけたらと思います。
　もうひとつ大きい見極めのポイントは、他の情
報と比べてみるということです。1 つの情報だけ
ではなく色々なものを見てみると、言っているこ
とが違うというようなことか分かります。それで
も正しいかどうかの把握が少しはできます。

スライド 43　もっと情報を見極めるために

スライド 44　 ブログや体験談は書いた人の特有の情報であ
ると思って読む
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スライド 47 です。

まとめ

　スライド 48 は、全体のまとめです。インター
ネットは便利で多様な情報を得られますから色々
な特性を知りつつ利用していきたいものです。そ
の際には、検索結果のいちばん上や、上位にある
サイトが良い情報とは限らないということをいつ
も念頭においておくことが大事だと思います。
　それからエビデンスにはレベルがあるというお
話をさせていただきました。エビデンスに基づく
情報を作るには、時間も労力も非常にかかります。
したがって安易に 1 万ページ、2 万ページがど
んどん作られていくページはやはり少し怪しいと
思っていただくことも大事だと思います。
　ネットには誤った情報が増えてきています。し
たがって見つけた情報が信頼できる情報であるか

スライド 46　がんに関して信頼できるサイトの例

スライド 47　「4．ネット情報との付き合い方」まとめ

りません。そのようなこともあると思って読むこ
とが大事だと思っています。

ｆ 家族は見守ることも大事
　もうひとつご家族の方に、私どもが作成した『家
族ががんになったとき』という冊子も含めてご紹
介させていただきます。この冊子を作った時には
色々な方からお話をおうかがいしました。家族に
も色々な情報を探してほしいと言われる方がい
らっしゃる一方で、家族には見守っていてほしい、
何も言わないで静かに側にいてほしいという声も
非常にたくさんいただきました。本日ここにお越
しの方はインターネット情報を探すのが得意な方
だと思いますので、つい探して伝えたくなってし
まうと思いますが、見守るということも考えてい
ただけるとよいかと思います（スライド 45）。

スライド 45　ご家族の方へ

③信頼できるサイトを知る
　「情報との付き合い方」の最後ですが、信頼で
きるサイトを知るということです。がんに関して
信頼できるサイトとして、私たちのものをいちば
ん上に挙げていますが、それ以外にもここに挙げ
たようなサイトを入り口として情報につながって
いくのもいいと思います（スライド 46）。
　「4．ネット情報との付き合い方」のまとめは
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ぜひみなさまにご覧いただけたらと思います。
　ご清聴ありがとうございました。

質疑応答―なかなか更新が追いつかない

■ 高橋　ありがとうございました。まだ少々時
間があるのでお聞きしますが、「がん情報サービ
ス」の解説を作る時の苦労話はそう多くなかった
ようなので、本当にこんなに大変なのだというお
話がもしありましたら少しどうぞ。

■ 早川　苦労と申しますか、更新が追いつかな
いことに困っています。1,500 ページほどある
上に、作成には 1 コンテンツで 3 年ほどかかり
ます。そのため、私たちの少ないスタッフでは更
新が間に合わないのです。3 年間で 1,500 ペー
ジ更新するということは、毎年 500 ページ更新
することになります。実際は、私どもは 100 ペー
ジも更新できていない状態です。

■ 高橋　どうもありがとうございました。私た
ちのサバ部はお隣なので、いかにがん情報提供部
が頑張っているかをひしひしと感じています。情
報というのは本当に語りきれない部分もあると思
います。私はかなり昔にネットの専門家の友だち
に、「インターネットって何？」と聞いたことを
覚えています。ずいぶん前ですが、私が大人になっ
てからのことです。これほどネットが盛んになっ
たのは、ここ 20 年ぐらいですから、いかに世の
中が早く変わっているかを実感しています。
　これからカフェタイムに入りますが、情報は
色々な切り口があるので迷ったのですが、〝がん
と情報について…　私が困った／役立った情報

「あるある」〟ということで、こういうことがあり
ましたということをザックバランにお話していた
だけたらと思います。あとは早川先生へのご質問
も大歓迎です。

どうかを見極めていただくことが大事です。「わ
ざと疑ってみる」ということをともにやっていき
ましょう。
　そして最後に、今お話した信頼できるサイトを
知っていただき、私どものがん情報サービスを入
り口情報としてお使いいただけたらと思います。
　スライド 49 もご覧ください。
　本日お話した情報の見極め方は初級編というこ
ともあり、みなさまの中には物足りないと思われ
た方もいらっしゃるかと思いますが＜健康を決め
る力 http://www.healthliteracy.jp/ ＞・＜「統
合 医 療 」 情 報 発 信 サ イ ト http://www.ejim.
ncgg.go.jp/public/index.html ＞のようなサイ
トではもっと上級のことが書いてありますので、

スライド 49　 ネット以外の情報も含めてがん情報を探すと
きの 5 つのポイント

スライド 48　  「ネット情報との付き合い方～その情報、信
頼できますか？～」全体のまとめ
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■ 高橋　みなさまそろそろ
8 時になりますので、それぞ
れのグループからお 1 人ず
つお話いただければと思いま
す。今日は、私はホワイトボー
ドに書く方に専念させていた
だき、サバイバーシップ支援部の土屋雅子先生に
司会を託します。よろしくお願いします。

■ 土屋　よろしくお願いし
ます。30 分間お話をしてい
ただいたと思います。〝私が
困った／役立った情報「ある
ある」〟ですが、各班でこう
いう話が出ましたということ
をみなさんで共有していただきたいので、ご発表
をお願いします。

情報発信のスタンスは昔と変わらない・
人はつながりを求めている

＜グループ発表 1（7 班）＞
　早く楽になりたいので、最初にお話します（笑）。
私たちのところでは、「がんと情報」について 2
つの意見が出ました。ひとつはテレビにしても雑
誌にしても、各種媒体が情報を伝える姿勢は、昔

も今もそう変っていない。したがって情報を受け
る側の判断力が今の世の中では強く求められてい
るのではないかということです。色々な著名人が
がんになっています。最近では池江璃花子選手や、
八千草薫さんなどが色々と報道されています。そ
の報道のされ方を見ると、たぶんその根底には大
衆が「悲しい話」を求めているということがある
のだと思います。「悲しい話」としてみなさんに
お伝えしますという、情報を伝える側のスタンス
が根底にあるのではないかと思います。そして実
は、そういう情報を求めているのは、がんになっ
た人や病気を抱えている人ではなく、病気とは
まったく関係がない一般の人たちだということで
す。そういう人たちがワイドショーの延長のよう
な形でそれに接しているのではないか。でも実際
に病気になった人たちは、やはり病気のことは病
気になった人でなければ分からないと思っている
という意見も出ました。
　それから今は SNS やインターネットがどんど
ん盛んになってきています。これからも盛んにな
ると思いますが、同じ課題を抱えて、同じ状況に
ある人たちが、そういうものを通じてつながりを
求めているからではないかという意見も出まし
た。以上です。

■ 土屋　それでは次のグループにまいりましょ

がんと情報について… 
私が困った／役立った情報「あるある」

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇
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う。

ブログ情報やサプリなども医師に
相談する姿勢は欠かせない

＜グループ発表 2（8 班）＞
　8 グループも楽しく話をさせていただきまし
た。出てきたお話を発表させていただきます。ネッ
ト上の情報には色々あると思いますが、患者の立
場からのレアな体験として、同病者のブログなど
を見ているとつい共感してしまうという話があり
ました。同じ病気だと分かり合える部分があるの
で、つい見てしまう。正しいことが書いてあれば
いいのですが、そうではないこともきっとあると
思うので、心理的には非常に支えになったり、助
けになったりする部分があると思うが、判断がや
や難しいというお話がありました。
　一方で、これは私自身の体験でもあるのですが、
ブログで救われた経験があります。私は乳がん罹
患者ですが、治療後数ヵ月して、急に体に痛みが
出ました。その原因が分からず、先生に相談して
も分かりませんでした。ブログを色々と検索して
いる内に、実は同じ症状の方のブログを見つけま
した。その方のブログをどんどん読み進めていき、
そこに書かれていた病名が気になり、自分でもさ
らに調べて論文のようなものを見つけました。そ
れを先生に提出しましたら、そこで初めてその症

状はこれですねということが分かったことがあり
ました。
　ブログの中にはヒントになることもありますか
ら、すべてを否定できるものではないと思います。
ヒントになることもあるという程度のものと理解
しておいた方がいいと思います。ただどちらにし
ても得た情報をきちんと主治医に相談する、ドク
ターに相談することが大切だという話も出まし
た。
　また民間療法についてですが、薬は副作用が出
たり、薬以外の、たとえば放射線治療後のオイル
なども、ものによってもどのように治療に影響が
あるのかが分からないものが多くあります。ある
いはサプリなど、けっこう日常に使用しているも
のは、日常的すぎて、危険かもしれないものとし
て医師に伝えるという感覚がなかったりするので
す。ただそれも実は影響があるかもしれません。
やはりきちんと先生に相談することが重要なの
だ、きちんと伝えることは大事だという話をいた
しました。
　それから、サイトなどを見ているとドクターと
いうだけでつい信じてしまうことがあるというこ
とでした。その時々の気持ちにもよると思うので
すが、頼りたい気持ちの時はどうしてもそういう
思いに駆られることもあるので、確認するすべが
あればいいのですが、そこは安易には信じないよ
うにした方がいいのかなという話が出ました。以
上です。

■ 土屋　ありがとうございました。得た情報を
医師にフィードバックをして相談をし、理解を深
めていくことが大事だというお話だったと思いま
す。それでは 5 班さんお願いします。

自分の心の状況を把握してから
情報を得ること
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＜グループ発表 3（5 班）＞
　5 班では、本日の講義をもとに、「信頼できる
情報にたどり着くには」ということで話をしまし
た。そもそも「がん情報サービス」にたどり着け
ないという話もけっこう出ました。おそらく「が
ん」という検索をしないで、自分が罹ったがん種
名で検索をされて、出てきた情報から、そこから
プラスしたキーワードで探っていき、知らないと
ころにたどり着いてしまうという体験がけっこう
あったということです。そこはどうしたらいいか
という答えは出ませんでした。
　もうひとつは情報を見る時に自分の心の状況を
把握しておくことは非常に大事ではないかという
意見が出ました。同じ情報を見ても自分の心の状
況によって受け取り方がずいぶん変ってきますか
ら、自分はどういう情報を求めているかを検索を
する前に明確にしておくことがいいと思いまし
た。以上です。

■ 土屋　次に移る前に「がん情報サービス」に
たどり着けないというご意見がありましたので、
早川先生にどうすればうまくたどり着けるのかを
教えていただければと思います。

■ 早川　申しわけありませ
ん。たどり着けないというこ
とは、私どもの努力が足りな
いということですね。がんの
種類によっては「がん情報
サービス」にたどり着かない
ことがあります。本日ここに来ていただいている
方はたどり着けると思いますが、「がん情報」と
入れていただければ必ずたどり着けます。
　みなさまも色々な方に広めていただけたらと思
います。よろしくお願いします。

■ 土屋　ありがとうございました。それでは次

のグループにお願いします。

人から得る情報に安心感

＜グループ発表 4（2 班）＞
　2 班では、私がメモをしていきましたら 16 項
目ほど出てきました。全部お話することもできな
いので、私が個人的に印象に残ったことをお話さ
せていただきます。
　当事者の方は、治療が始まると情報が見えなく
なるということです。情報を見るどころではない。
情報を見ると疲れてしまうという話が出ました。
そういう時はお医者さんや看護師さんに聞く。人
から聞く情報がいちばんホッとするそうです。「私
にいちばん合う情報は何ですか？」と聞き、お話
をうかがって安心したということが紹介されまし
た。
　人とのつながりの話ですが、患者会の仲間との
ラインから情報を得ているということがありまし
た。自分の今の状態はどうかを伝え、大変良い情
報が得られたそうです。
　また、ネットで探していて情報がたくさんあり
すぎて迷ってしまったという話がいくつか出てい
ました。ネットで探して食べ物を購入したのだが、
それは良い物だったのか、どうなのか、迷ってい
るそうです。以上です。

■ 土屋　ありがとうございました。今までのグ
ループと違って購入した食べ物の話題でした。そ
れでは次お願いします。

1 人ではないことを確認できるのは
うれしい

＜グループ発表 5（4 班）＞
　4 グループです。そうたいした話はしていない
気がしますが、とりあえずお話します。このグルー
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プでは患者、医療関係者、製薬会社、術後の下着
に関係する人など色々な方がいました。まず患者
から出たのは、先ほども出ていましたが、ついつ
いブログを見てしまい負のループにはまってしま
うことがあったという話が出ました。良いものも
あるのですが、ずっとたどって行ってしまうと厳
しい現実を突きつけられることも多々あるわけで
す。最後の更新がご主人やご家族である時は、大
変グサッと突き刺さってしまうので、やはりある
程度で止めておかないとやや厳しいものがあると
いうことでした。ただサバイバーで、今非常に頑
張っている方のブログもあり、そこから元気をも
らうこともあるという話も出ました。
　自分から発信していく方としては、たとえば製
薬会社でも、下着の関係でも、やはりまちがった
情報は出したくないということです。厚労省の規
制も厳しくなり、企業としては言えない部分もあ
り、情報を発信する側も今はとまどっているとい
うことでした。
　昔は掲示板やメーリングリストがあり、そこで
仲間と情報を共有していました。私が乳がんに罹
患した 10 年ほど前は、掲示板で色々な人の情報
を遡って見たりしました。実際に色々なイベント
の場で、オフ会みたいな感じで仲間と会えたのは
大変うれしかったし、1 人ではないという思いが
そこで大変共有できました。今はアプリもあって
同じ年代の人やどういう状況にあるかということ
で仲間を探すこともできます。これから治療に入
るということを発信すると色々な人から励ましの
声が届くことがあるので、そういうものをうまく
使っていけば 1 人ではないと思えて、元気にな
れるということでした。
　最後に出てきたのは、「女性は強い」という話
でした。女性は「切り換えて楽しもう」という気
持ちになれる。ウィッグについても、爪の手入れ
に関しても、そういう点では男性よりも女性の方
が強いのではないかという意見でまとまりまし

た。以上です。

■ 土屋　ありがとうございました。男性のみな
さんはどう考えるか個人的には聞いてみたいと思
いました。それでは次のグループにお願いします。

ネット情報で標準治療を否定する方に
対するアプローチは？

＜グループ発表 6（3 班）＞
　私たち 3 班では、みなさんの情報の取り方に
ついて最初におうかがいしました。ほとんどの方
がネットで探しているということでした。20 年
前からがんに罹られている方は、20 年前もネッ
トはあったけれど、ブログなどというものもない
し、病院のサイトさえない時代だったということ
です。その後、がんに罹られた方がブログなどを
始められ、今は前のグループからも色々と話が
あったように患者さんの体験談がブログで書かれ
ていることが多くなっています。私の母が乳がん
に罹り、その時も同じ抗がん剤を使っている方の
副作用の情報をブログで取っていて、私はこの人
と似ているなとか、2 クール目はこうなるけれど、
私はこうなるのかなという心構えとして使ってい
たことがあります。私のグループでは、自分と似
ているところは見るが、他のところは恐いので見
ないようにしているというように選択的にされて
いる方もいました。
　しかしながらネットには悪い情報もたくさんあ
り、今後の課題としては、有名な先生が必ずしも
良いかと言うと、そうとは限らないということが
たくさんあり、そういう先生方の見分け方と言い
ますか、その先生の話にどれほどの信憑性がある
のかということが、なかなか判断がつかないとい
う話が出ました。中にはネット情報を見て標準治
療を否定する方もいる。きっとネットで見たり、
色々な話を聞いてそういう考えになられたと思う
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のですが、そういう方に対してどのように説得で
はないのですが話をして、正しく標準治療を受け
るようにさせていくには、どう取り組めばいいの
かというところまで話が出ました。そこでどうし
ようかというところで話は終わりました。以上で
す。

■ 土屋　ありがとうございました。それでは次
のグループにお願いします。

マスコミ情報によるがんに良いものへの
接し方について

＜グループ発表 7（1 班）＞
　1 班は、話が盛り上がりました。こちらのグルー
プではがん患者は 3 名、それから就労支援をさ
れている方、看護師さん、がんではないけれど病
気になった方がいらっしゃいました。身体に良い
ということを実践されている方もいらしたので、
そういう情報を交換しながら話し合いがされまし
た。
　本日はネット情報の話でしたが、テレビの健康
情報がやたらに増えてきて、某番組で採りあげら
れると、採りあげられたものが翌日にはすぐに売
り切れる。がんに罹っているかどうかに関わらず
あっと言う間にお店からその食品がなくなり、自
分でもそれを食べていましたという話も出まし
た。
　雑誌に出ていたりすると、毎回出ているという
ことは、良いものかどうかの判断はつかないが、
もしかしたら良いものかも分からないなと思って
しまうことがあるということでした。私の経験な
のですが、養命酒を飲んで肝機能が悪くなったこ
とがあります。良いと言われていても、それがそ
の人に合っているかどうかは遺伝子的なものもあ
るのでなかなか分からないと思います。栄養不足
の時代に摂っていれば良かったのかもしれません

が、今は栄養過多の時代なのでそこは少し違って
きたのではという話も出ました。ただその実践を
されている方が前向き、ポジティブにされている
という話はとても勇気づけられます。しかしその
情報を聞く側の気持ちの状況によっては、そこは
非常に左右されるのではないかという話も出まし
た。以上です。

■ 土屋　ありがとうございました。お待たせい
たしました。いちばん奥のテーブルの方がトリに
なります。お願いします。

少ない AYA 世代の情報

＜グループ発表 8（6 班）＞
　6 班にはサバイバーの方がおられました。自分
のことでは頭の中が真っ白になってしまったが、
家族が病気になると意外に冷静に客観的に見られ
るという話題が共通して出ました。
　私のことになりますが、自分と同じ 30 代と言
いますか、AYA 世代の情報があまりないと思い
ます。私の場合は患者会と言いますか、ピアサポー
トで体験談や、関係する啓蒙活動があったのです
が、そういうものはネット情報ではあまりないの
で、そこが悩みになります。ネットではどれが正
しいのか、どれが偽りの情報かという判断基準が
なく迷ったところがあります。以上です。
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誤ったネット情報はぜひ監視・通報を

■ 土屋　ありがとうございました。すべてのグ
ループから話し合われた内容が発表されたと思い
ます。早川先生に対するご質問でもいいですし、
今お話を聞いて、こう思いましたとか、感想でも
いいので何か話したい人がおられたら挙手をお願
いします。

■ 参加者 A　どうもありがとうございました。
スライド 31（159 ページ参照）の誤った情報を
監視する医療機関ネットパトロールですが、電話
でもメールでも通報できるそうです。これは「イ
タチごっこ」と言われましたが、やはりおかしい
と思ったらバンバン送ればそれなりの効果はある
のでしょうか。

■ 早川　私はその担当ではないので正確なお答
えはできませんが、通報されたものに関しては、
すべて検討されているようです。その効果がある
かどうかについては、先ほどお話した通りで、悪
い会社は、違う方法に見かけを変えてしまうこと
から、効果は分かりませんが、それでも通報した
方がよいと思います。今は通報フォームがあるよ
うなので、そこから通報できるようです。

医療側のネット情報の付き合い方

■ 土屋　ありがとうございます。もう少しお時
間がありますが質問、感想等、いかがですか。

■ 参加者 B　今日はどうもありがとうございま
した。直接この内容についてというよりは、みな
さんのお話を聞いていても思うのですが、がんに
罹患された方とその家族からするといちばん信頼
したいのは、主治医の先生だと思います。患者や

家族の立場でネット情報をどう取り扱うかは話題
になりますが、医師や看護師といった医療側の取
り組みはどうなのでしょう。情報については、患
者と医療者が歩み寄っていく形がいいと思ってい
ます。医療側からももっともっと情報を提供でき
るのかなと思いましたが、医療側のネット情報の
取り扱いはどうなっているのでしょうか。

■ 土屋　それは誰からお答えすればいいでしょ
うか。

■ 高橋　それではどなたかお願いします。

■ 参加者 C　私は国立がん研究センターで研修
をしている医師です。ひとつ言えるのは医療者と
いうのは医療の専門家ではあるのですが、情報を
うまく扱えるかということではまったく別物で
す。そこはけっこうスキルによって分かれてくる
ところだと思います。私が心がけているのは、な
るべく客観的に使えるというところです。状況に
よって医療というのは非常に個別性が高いので、
そういう中で客観性を判断してベストの選択をし
ているというのがひとつです。そこで齟齬が生じ
てくることは大いにあります。先生が忙しそうで
聞けなかったということは常にあると思います。
医療現場は余裕がない場所でもあるのですが、い
ただいたフィードバックは糧にしようと考えてい
る医療者は多いと思います。答になっているで
しょうか。

■ 参加者 B　ありがとうございます。

■ 高橋　医療者というのは、医学部の６年間で
どんどんタコ壺に入るように思います。使ってい
る用語などが一般的なものとズレてくる。それに
気づかないことがあるので、「がん情報サービス」
の査読などの時には、内容がきちんと分かる言葉
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で書かれているか、気をつけるそうです。医療者
が「がん情報サービス」を読んで、患者さんにス
ウッーと分かっていただけるような表現を学べる
とよいですね。
　ひとつ質問です。「がん情報サービス」はどこ
にあるかというコメントが印象的でしたが、これ
は「○○がん」の良い情報を知るためには、「○
○がん」という病気の名前だけではなく「○○が
ん、情報」のように、「情報」というキーワード
を入れた方がいいということでしょうか。

■ 早川　「情報」を入れていただくとヒットする
確率が高くなります。○○がんだけだと別のとこ
ろに…。

■ 高橋　「とんでもサイト」が出てくる。

■ 早川　力不足で申しわけありません。

■ 高橋　サイトづくりと運営は本当に大変だと
思います。それではまとめを。

まとめ

■ 土屋　ブログも見方によっては心の支えにな
るし、これから治療を受ける予定の人の先の見通
しの情報源であるということもよく分かりまし
た。一方で自分と合わない治療法、またはがん種
が違うものはなるべく見ないようにするとか、そ
ればかりに集中してしまうのではなくもう少し広
いところを見た方がいいというご意見が出ていた
と思います。
　色々出ていますが「がん情報サービス」などの
お話は、私たちの課題としていただいたものだと
思いました。
　それから食べ物のことも出ていましたが、きっ
と身体に良いものだという触れ込みなどで買われ

たのだと思います。

■ 高橋　この、ネットで買ったというのは、ど
んな食品ですか。

■ 参加者 D　私の場合はザクロジュースです。
がんに効くのではないかと思って買いました。
ちょっと高めでした。

■ 土屋　免疫が上がるというような触れ込みで
しょうか。

■ 参加者 D　本当なのかと思ってやりました。

■ 土屋　食品については難しいのかなと思いま
した。今回はネット情報というお話でしたが、マ
スメディアという、もっと広い情報も考えていか
なければならないと思いました。私も昼時間に前
日にやっていた健康情報番組のようなものについ
てみんなでワイワイガヤガヤ話したりしますが、
どのような情報を取り、それをいかに自分の生活
の中に取り込んでいくかが大事なのかなと思いま
した。本当に感想のようなものなのですが、これ
でまとめとさせていただきます。ありがとうござ
いました。

■ 高橋　どうもありがとうございました。今日
もあっと言う間に 2 時間が過ぎました。ブログ
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は悪い側面が指摘されがちですが、悪いことばか
りではないというのは、みなさん実感されている
ところだと思います。やはり情報媒体は 1 枚岩
ではないという気がします。できるだけいいもの
選んで読んでいきたいと思います。

　本日もご参加ありがとうございました。今年度
のカフェ活動は本日で終了です。また来年度も
オープンセミナー他、ありますのでぜひご参加く
ださい。今日もどうもありがとうございました。
＜拍手＞
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「第17回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　58名
平成31年2月15日（金）実施 回答者  41名（回答率　70.6％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

がん情報サービスの作成（更新）がいかに大変か、改めて知ることができ、先生方のご苦労が少しだけわかりました。正しいがん
情報を求めている方はたくさんおられるので大変なお仕事とは重々承知していますが、今後も頑張っていただきたいです。

普段は患者会等で患者同志の意見交換は行っていますが、医療者も交えて意見交換を行えたのがとても参考になりました。患
者・家族・医療者と立場が違うと視点も違い、それぞれの視点で1つのテーマを話し合うことは本当に役立つと思います。

がんセンターで、より正確な情報を提供するために、がんばって下さっていることが知れてよかったです。自分の心の状態を考えな
がら、情報を入手していこうと思いました。

検索した時に、がん情報サービスがいつも上位に表示されるので、とても心強く感じています。そのためにYahooなどに協力をもと
められているのですね。ありがとうございます。もっと多くの患者さんに「がん情報サービス」を知ってほしいです。

参加者の感想（自由記述）

ネット検索の状況が、大きく変化していることを知り参考になりました。貴重な情報をありがとうございました。
医療情報に限らず、あふれる情報の中から信じられるものを見きわめる力は必要だと思いました。本日はありがとうございました。

色々な立場の方が参加されていて、多方面の考えがうかがえてとても良かったですし、今まで気付かなかったことに気付けまし
た。患者の家族として、また本人によりそいながらがんばっていこうと思いました。良い機会をいただきありがとうございました。

いろいろな立場の方と少しの時間でしたが、お話しができて貴重な時を過ごせました。検索の仕方も勉強になりました。

情報とがんの冊子、はじめて知りました。又、情報センターのコンテンツの充実ぶりも知りませんでした。今回知ることが出来てよ
かったです。

サバイバーの美容、ヘルスケア。

考えさせられるカフェでした。又、新鮮な情報を吸収できました。ありがとうございました。

オープンセミナーとの差別化をはかるためにも、話し合いの時間を多くとった方が良いと思う。

がんサバイバー家族の視点から、受け入れと支え方。

今回初めて参加させていただきましたが、活発な話し合いが行われていて、とても面白かったです。普段、みなさんがどういうこと
を見て聞いて考えておられるのか知ることができる、よい機会となりました。

開催に関する希望（自由記述）

もう少し開催頻度を上げて頂けるとうれしいです！！

患者さんの立場からのネット情報への関わり方が聞けてよかった。
がん情報が世に出るまでにどれだけの苦労があるのかがわかりました。本人ががん情報の信ぴょう性を精査できるようになるの
が大切だと思いました。（でも難しい…）ここは安心して話せる場なのでホッとします。ありがとうございました。

グリーフセラピーについて、あるいはそれと行っている臨床宗教師の方の話などをうかがってみたいです。

初めて、公民館カフェに参加させていただきましたが、オープンセミナーとはまた違った、アプローチで参加して良かったです。いつ
もためになるお話を聞かせていただいて、感謝しています。特に情報を検索する際に「自分のこころの状態を知る」事の重要性を
感じました。「今、必要な情報は何か」「いつ」「だれが」「なにを」

意外に当時者以外の参加が多いですね。

50.0% 25.0% 5.6% 9.7% 13.9% 16.7% 9.7%

受付登録者72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

22.0% 78.0%

性別 男性 女性

2.0% 19.0% 20.0% 37.0% 22.0%

0.0% 0.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

90.2% 7.3%

0.0%

0.0%

2.4%

カフェの感想 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

53.7%

17.1%

4.9%

9.8%

19.5%

14.6%

12.2%

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）

65.9%

7.3%

4.9%

24.4%

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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　みなさんこんにちは。国立がん研究センターが
ん対策情報センターの若尾と申します。本日はこ
のような天気の良い、しかも 3 連休の真ん中の
日にお集まりいただきありがとうございます。
　本日の「ご当地カフェ」について簡単にお話さ
せていただきます。この会は隠岐病院さん、松江
赤十字病院さん、そして私ども国立がん研究セン
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 3 施設の共催というかたちで開催させ
ていただいています。
　なぜ私どもがこの「ご当地カフェ」を始めたの
かをお話します。国立がん研究センターは東京の
築地にあります。築地というのは先日まで魚市場
があったところで、その隣に月島というところが
あります。東京駅からも近いのですが下町のよう
なところで、もんじゃ焼きとかお団子屋さんがあ
るようなところです。もともとは、そこで月島の
区民館をお借りしてサバイバーシップ支援部の方

で「公民館カフェ」というものを 2013 年から
始めました。患者さんとか、一般市民の方、われ
われ医療者が、もちろんわれわれは白衣を脱いで、
町の公民館で一緒にお茶を飲みながら病気のこと
や暮らしのことを語る会を始めたのです。
　その会では、あまり医学的に難しい話ではなく
たとえば音楽を聴いて気持ちを和らげるというよ
うなことをテーマに採りあげています（第 13 回
2016 年 12 月 20 日「生きるを楽しむ、音を楽
しむ～緩和ケアと音楽療法のハーモニー＜あの
ね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの～
Music dose not represent life:it is life～＞」）。
いちばん好評だったのは、ウィッグや化粧品を
テーマにした回でした。がんの支援の中でも今は
アピアランス支援というのがよく言われるのです
が、容貌が変わってしまった方にどのようなお化
粧をすれば目立たなくなるかとか、抗がん剤で髪
の毛が抜けた時にこういうようにかつらが使える

～がんになったあとの暮らしを学ぶ・語るイベント～
　離島でがんと共に生きる

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶

ご当地カフェ in 隠岐

2018 年 11 月 24 日
13 時～ 16 時

隠岐の島町ふれあいセンター　開催
共催：隠岐広域連合立隠岐病院　松江赤十字病院　がんサバイバーシップ支援部
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という勉強をしました（第 5 回 2014 年 5 月 28
日「病気のワクにとらわれず、自分を楽しんでい
ますか ? ～外見ケアがお伝えすること～」）。あ
るいは医療者とうまく話すにはどうしたらいいか

（第 15 回 2017 年 12 月 20 日「医療者とうま
く付き合うコツとマナーとは？」）というように
本当に生活に密着したお話をさせていただいてい
ました。
　その中で「これは東京の月島だけでやっている
のはもったいない。もっともっと日本全国でやっ
ていきましょう。」という声があがり、2014 年
から「ご当地カフェ」と少し名前を変えて地域に
出ていくようなかたちで開催が始まりました。「公
民館カフェ」は今まで 16 回やってきました。「ご
当地カフェ」も北は北海道から南は沖縄まで全国
色々と回らせていただいております。会場も様々
です。病院の中で開催させていただいたり、ある
いはこちらのような公民館のようなところでやら
せてもらったり、おもしろいところでは本当のカ
フェでやったこともございます。ナゴヤドームの
隣のドアラカフェというところでやらせていただ
きました。場所も県庁所在地などの大きな市だけ
ではなく、奈良県明日香村でやったり、松本では
リレーフォーライフの会場の中でやったり、岐阜
では図書館でやったり、本当に様々な場所で様々
な地域のお話をさせていただいています。
　こちらの隠岐で 11 回目です。この「ご当地カ
フェ」は年に 2 回のペースでやっていたのですが、
今年はもうひとつ予定していた鹿児島県鹿屋市の
開催が台風で流れてしまい、こちらの隠岐が今年
度、平成最後の年の最後の「ご当地カフェ」とい

うことになります。
　先ほどから話していますようにあまり堅苦しい
話ではなく、お茶を飲みながら日ごろから困って
いることとか、思っていることを率直に話し合っ
ていただく会としていただければと思います。み
なさんが思っていることが、全国のがん患者さん
を非常に元気づけることになったり、参考になっ
たりすることがありますので、ぜひ日ごろからの
悩みなども話していただけたらと思います。今日
の記録は報告書という形でまとめさせていただく
とともに、ホームページにも掲載させていただき
ます。そこで、お写真も撮らせていただきたいと
思います。
　本日は私どもの方で作っ
ている青い表紙のがんに関
する冊子を 40 冊持ってきま
した。40 冊というのは同じ
ものを 40 冊ではなく 40 種
類持ってきたということで
す。会場に展示しています
のでご覧ください。展示後はこちらのサロンの方
に置いていただきます。病気別のものもあります
ので、病気になった時にこの冊子を参考にしてい
ただけたらと思います。本日この後でご紹介する
がん情報サービス（https://ganjoho.jp）から
もダウンロードもできますので、そちらの方で見
ることもできます。
　長くなりましたが、本日の会がみなさま方に
とって有意義であることを願いまして私の挨拶に
代えさせていただきます。本日はどうぞよろしく
お願いいたします。

177開会の挨拶　
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　みなさん初めましてこんにちは。松江赤十字病
院の村田と申します。今日はずいぶん前から企画
が進んでいて楽しみにしてまいりました。「ご当
地」というだけあって、みなさまのホームグラン
ドで、暮らしている場所で、みなさんの色々な本
音などをうかがいたいということでやって来まし
た。もしかしたらお茶ではなく居酒屋の方がいい
とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません
が。やはり小さなことでも少しずつ声をあげてい
ただいて、それがもう少し先の別の方たちのため
になることがたくさんあるということをお知らせ
したいと思います。
　本日は院長の大居も来る予定でしたが所用で来
られなくなりました。ビデオメッセージがござい
ますのでお聴きください。

　「みなさんこんにちは。松江赤十字病院の大居
です。今日は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、隠岐病院、
松江赤十字病院の共同で「離島でがんと共に生き
る」というテーマで開催します。その中で「がん
治療と暮らしの両立を考える」ということでシン
ポジウムを企画いたしました。私自身は所用で出
席できません。非常に残念ですが、みなさまはど
うか最後まで一緒に色々なことを考えていただけ
たら幸いです。」＜拍手＞

大居　慎治
松江赤十字病院院長

村田　陽子（代読）
松江赤十字病院院長補佐／乳腺外科兼務／医療社会事業部長

開会の挨拶
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座　長………………………………………………佐藤　仁俊（松江赤十字病院消化器外科部長）
シンポジスト
①がん治療の実際…………………………………村田　陽子（ 松江赤十字病院院長補佐、乳腺外科兼務、医

療社会事業部長）
②がん患者と家族の声
　ー１：乳がんを経験して………………………加藤　真紀子（乳がん患者／助産師）
　ー２：がん患者の家族の立場から……………加藤　一朗（乳がん患者家族／医師）
　ー３：離島がん患者の立場から………………藤田　千鶴（ がん患者／がん患者会緩和ケアサロン 隠岐

たんぽぽ代表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福浦　祐子（ 隠岐広域連合立隠岐病院保健師、緩和ケアサ

ロン隠岐たんぽぽ事務局）〈代読〉
③治療と暮らしの両立…………………………… 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）
④離島がん患者（声帯切除）の立場から……… 横地　正一郎（がん患者）

シンポジウム　�

がん治療と暮らしの両立を考える
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　松江赤十字病院消化器外科の佐藤仁俊と申しま
す。本日は隠岐に患者さんをはじめ多くの方に来
ていただいていますが、実際に隠岐に来て、患者
さんだけではなく医療スタッフの方々と触れ合え
ることを非常に楽しみにしてまいりました。今日
はよろしくお願いします。
　本日のシンポジウムは「がん治療と暮らしの両
立を考える」という表題で始めさせていただきま
す。まず「がん治療の実際」ということで松江赤
十字病院の村田陽子先生からお話いただきます。
　続いて「がん患者と家族の声」ということで、
本日は実際にがんを体験され、今も治療中である
加藤真紀子さん、そして家族の方としてご主人の
加藤一朗先生のお話と、2 人の声をお聞きします。
それから本来は来ていただく予定でしたが体調不

良でご欠席となったがん患者の藤田千鶴様です
が、その方のメッセージをいただいていますので
隠岐病院の福浦さんに代読していただきます。
　そして最後に高橋都先生にお話いただきます。
高橋先生は国立がん研究センターがんサバイバー
シップ支援部長でいらっしゃいます。一貫してが
ん患者と家族の心理・社会的支援に関する研究と
実際の社会生活支援に取り組んでいらっしゃると
いうことです。がん患者と家族の方にとっては、
色々なことを先駆的にやっていらっしゃる先生で
すから今日は楽しみにしております。
　また、ご参加いただけるようでしたらというこ
とでお願いしていた横地正一郎さんもお出でいた
だいていますのでご挨拶をただく予定です。
　それではご発表お願いいたします。

佐藤　仁俊
松江赤十字病院消化器外科部長

シンポジウムを始めるにあたって
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がんはどのように発
生・進行し、どのよう
に診断されるか
　
　いきなりですがスライド
1 のようなホームページを
ご覧になった方はいらっ
しゃいますか。本日、来て
いただいている国立がん研
究センターのがん対策情報
センターの「がん情報サー
ビス」というサイトです。
私は見るたびに大変よくで
きたサイトだなと思いま
す。今日の私の話の中にも
たくさん使わせていただい
ています。ぜひ一度ご覧ください。
　まずがんとはどのような病気かです。知ってい
ればよかったということもあるかもしれません。
ここから始めたいと思います。生きているものは
細胞で作られていますが、細胞は増えたり、新し
い細胞に入れ替わったりします。この仕組みは、
細胞の遺伝子が調整しているのですが、その遺伝
子に変化が起こると異常な細胞が増えてしまいま
す。その遺伝子の変化を修復する仕組みを身体は
持っていますが、大まかには、その修復がうまく

いかないと悪性腫瘍になっていくということです
（スライド 2）。

スライド 1　がん情報サービス

スライド２　がんはどんな病気？

村田　陽子
松江赤十字病院院長補佐／乳腺外科兼務／医療社会事業部長

シンポジウム①： 
がん治療の実際
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　正常細胞が異常な細胞になりがん化するのです
が、さまざまな要因が長年にわたって蓄積するこ
とが関係すると言われています。少なくとも成人
のがんについてはそのように言われています。し
たがってある意味で、生活習慣病とも言われたり
もします。予防する努力はできますが、完全には
防げないというのが現状です（スライド 3）。
　がんの診断ですが、検診や、あるいは自身で身
体の不調を感じて病院に行き、何か異常があるか
と検査するところから、がんは始まります。
　何かが見つかった。ただそれががんなのかどう
かはすぐには分かりません。やはりがんであると

スライド４　がんの診断について

スライド５　年齢調整死亡率と罹患率の推移（全年齢）

スライド３　がんの発生と進行のしくみ

してもどのくらい広がって
いるのだろうかというよう
に診断というものは続いて
いきます。したがって診察
室に来られましたら問診と
診察があり、自覚症状や
色々なことをお聞きし、画
像検査などを行い、そこに
病変があると疑われると針
を刺すなどの病理検査が行
われます。それで診断が確
定します。その次にはどの
くらい広がっているのかを
診断するためにまた画像診
断があります。私はがんな

のだろうかと思いつつ病院にいらっしゃって、ま
だ診断がつかないのかともどかしいこともあるか
とも思いますが、正確な診断、正確な画像検査、
正確な病理検査というものが診断には欠かせない
ということです（スライド 4）。

日本と島根のがん罹患・死亡の実際

　日本全体でがんで亡くなる方、がんに罹る方は
どうなっているかというのがスライド 5 です。
がん罹患率は右肩上がりで、少しずつ増えていま
す。下に描かれている死亡率はだんだん減ってき
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スライド６　５年相対生存率の推移（主要部位） ているというのがお分かり
いただけるかと思います。
がんに罹る方は増えていま
す。今は統計などがきちん
と取れるようになってきて
その実態が分かってきまし
た。ただ、がんで亡くなる
方が減っているということ
が大事なことだと思いま
す。
　男女別にも色々な特徴が
あります。罹る方が多い代
表的なものは、男性なら前
立腺がんとか大腸がん、肺
がんが多いです。女性です
と私が専門にしています乳

スライド７　がんの種類別 10 年生存率

スライド８　 松江赤十字病院　がん外来患者延べ数 
（H29.1.1 ～ 12.31）

全がん協
ＨＰより

島前 島後 合計

血液内科 25 40 65

消化器内科 40 57 97

呼吸器内科 1 0 1

乳腺外科 18 57 75

消化器外科 16 23 39

脳神経外科 0 5 5

呼吸器外科 31 55 86

皮膚科 4 0 4

泌尿器科 55 88 143

産婦人科 5 9 14

耳鼻科 11 49 60

206 383 589

がんがやはり多く、しかも増えているという状況
です（スライド 6）。
　スライド 7 は 2017 年に発表されたものです
が、がん 5 年生存率とか、10 年生存率というの
ですが、色々ながん種でこれが良くなっていると
いうことが発表されています。たとえば私の専門
の乳がんですが、10 年たってお元気でいらっしゃ
る方は、すべての段階を合わせても 8 割を超え
ていることが分かってきています。
　こういうデータとは裏腹にやはり診察室に来ら
れて「残念ながらがんだということが分かりまし
た。」とお話すると、みなさんは「死んでしまう
のでしょうか？」という反応をされるのです。や
はりまだまだがんという病気に対してご理解いた
だいていないこともたくさんあるのだなと日ごろ
思っています。
　スライド 8 は私どもの病院に隠岐の方からい
らっしゃる患者さんの統計をみたものです。島前、
島後（編注：島前（どうぜん）は、島根県隠岐諸
島のうち西側の有人 3 島―西ノ島・中ノ島・知
夫里島―および周辺の無人島。島後（どうご）は、
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東側の隠岐諸島の主島）と分かれていますが、色々
な科にわたってたくさん来ていただいています。
　治療入院される方もたくさんいらっしゃいま
す。消化器外科、乳がん、肺がんなどの分野でた
くさんの方が入院されています（スライド 9）。

国の進めるがん対策

　国の話をいたします。がん対策推進基本計画（第
3 期）が 2018 年 3 月に作成されました。この
大きな目標は「がん患者を含めた国民が　がんを
知り　がんの克服をめざす」ということです。今
やがんに罹る方は男女ともに 2 分の 1 と言われ
ていて、自分が今はがんに罹っていなくてももう

スライド 11　

スライド 12　 第３期がん対策推進基本計画（平成 30 年 3 月 9 日閣議決定）（概要）

スライド 10　 がん対策推進基本計画　第３期 
（平成 30 年 3 月）

スライド９　 松江赤十字病院　がん新入院患者数 
（H29.1.1 ～ 12.31）

がん患者を含めた国民が
がんを知り がんの克服をめざす

がん予防
がん医療の充実
がんとの共生

胃 肝 大腸 乳 肺 その他 総計

島前 2 7 4 3 18 46 80

島後 21 15 14 30 19 102 201

合計 23 22 18 33 37 148 281

少ししたら罹るかもしれな
い。あるいは自分の家族に
はがん患者がいるというよ
うに、知り合いの方まで考
えると誰もがんに関係して
いないと言える人はおそら
くいないということです。
それで国民全体でがんの克
服をめざしましょうという
ことが明記されています

（スライド 10）。
　そのため、まずは、やは
りがん予防、がん検診を充
実させて、なるべくなら進
んだ状態で分かることがな

いようにしようということです。それから患者本
位のがん医療を実現させようということです。3
番目はとても大事なことなのですが、がんになっ
ても自分らしく生きることができる社会を創りま
しょう。こういう大きな目標を国が作っています
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（スライド 11）。
　国はその中で色々な目標を作っています。少し
だけ私も最後に触れますが、新しいこととしては
がんゲノム医療ということが新聞等でお聞きに
なったことがあるかもしれませんが、そういうこ
とも進めていきましょうということが挙げられて
います（スライド 12）。

がん治療の考え方―集学的治療について

　がん治療の考え方ですが、どのがんの、どの科
の医師も看護師も、色々な職種の人が、治療の効
果を最大にしよう、身体の負担を最小にしようと
いうことに取り組んでいます。病院では標準治療
をお勧めしますが、これは現段階での最善の治療
という意味です。「最新治療」ということを、よ
くテレビやマスコミでは言いますが、標準治療と
いう意味は、その効果や欠点も含めてよく分かっ
ていて、お勧めできる治療だということです。
　その特徴は、集学的治療と言い、色々な治療手
段を組み合わせるということにあります。手術も
大きな治療です。悪いところがあったらそれを取
り去りましょうということです。それからお薬の
治療です。これが最近は非常に進歩しました。抗
がん剤は身体がボロボロになるのでしょうという
反応もよく聞きますが「ボロボロにならないよう
に気をつけて頑張りましょう。」というのが、今、
私たちが言いたいことです。放射線治療も非常に
力を発揮します。このように治療を進めるにあ
たって常に伴走者のようにいるのが緩和ケアで
す。それから治療を進めていく時の副作用等に対
応するための支持療法も大変進歩してきました。
代替療法と言いますのは医療ということではな
く、ヨガや健康食品なども含めて患者さんのみな
さんがトライされていることですが、そういうも
のも含めて害のないようにやっていきましょうと
いうことで研究も進んでいます。

　これらの情報はやはり正しいものを手に入れて
いただき、信頼できる相談先を見つけるというと
ころが、がん患者やその家族の方にとって非常に
重要なところになってくると思います（スライド
13）。
　この集学的治療というのは、局所療法として、
できた場所に対してどうするかということがひと
つあります。たとえば胃がんでしたら胃をどうす
るか。乳がんでしたら乳房とその部位のリンパ節
などをどう扱うかということです。それから全身
療法というものがあります。がんというものは転
移をしますから、転移しているかもしれない可能
性に対して、再発をしないように全身療法を組み
合わせるということです。それに当たっては正常
な臓器が傷まないように、それからその人らしい
暮らしが送れるように、そのことを心のケアを含
めてやっていきましょうということです。これら
は病院の中ではチーム医療と言い、その人に合わ
せ、その人に最大利益を提供するために色々な職
種が治療の優先順位やタイミングなどを話し合っ
ています。したがって今は、病院の中だけで治療
が終わるという時代ではなく、地域連携が非常に
重要だと感じています（スライド 14）。
　つまりがん患者さんとは言え、ほとんどの人が
治るわけですから、治った先を含めて生活を見据
えて、この方が将来、良い状態で過ごせるように
ということを考えているわけです。そういうこと
で患者さんの社会的背景など色々なことを含めて

スライド 13　がんの治療の考え方①
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治療が進められます。あるいは腫瘍もそれぞれ属
性が違いますから、そういうことを考えながらや
ります。またそういう要素は常に変化するもので
すから、やはりそこで話し合いを続けます。患者
さんとご家族を含めて話し合いを続けるというこ
とがとても重要だと思っています（スライド
15）。
　その治療方針を決定していくにあたっては、が
んが分かったばかりの時は、何とか治しましょう
ということで治癒をめざす治療をしますし、残念
ながら再発してしまった場合にも緩和治療も含め
まして良い時間が長く続くようにというように治
療方針を選定していきます。スライド 16 の下に
書いてある臨床試験というのは、色々な治療法に
ついて、それは本当にいちばんいいのだろうか、
もう少し工夫ができないのだろうかということを

考え続けていくにあたって、患者さん方が参加さ
れてその治療法を検証していくということで、そ
ういうことがとても重要です。標準治療は、今の
段階でお勧めできる治療ですが、やはりその方に
合せて、あるいはその臓器の、そのがんの、さら
にその特徴に合わせてということです。個別化治
療というものが今はどんどん進んでいます。
　スライド 17 は、集学的治療のまとめです。

化学療法による副作用とその対応

　抗がん剤の話を少しさせていただきます。抗が
ん剤には臨床試験で証明されたいちばん適切な量
やタイミングがあります。ちょっとシンドそうだ
から少し休もうとか、ちょっと減らしておこうと
いうようなことをしますと少なくとも初期治療に

スライド 14　集学的治療の考え方 スライド 16　治療方針決定のキーワード

スライド 17　集学的治療・まとめ
スライド 15　がんの治療の考え方②
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おいては、効果があがらな
いというのがスライド 18
です。シンドくても 85％
ぐらいは、お薬が身体の中
に入ることが必要ですか
ら、したがってその間の副
作用を色々な工夫、色々な
治療で乗り切って頑張りま
しょうということは最初に
言われると思います。
　抗がん剤と聞くとみなさ
ん「副作用」と言われます。
たしかに副作用はありま
す。がんも正常な細胞が変
わって起こすものですか

スライド 19　抗がん剤と副作用

スライド 20　抗がん剤による副作用の現れ方

スライド 18　抗がん剤投与量（減量）と生命予後

ら、ある意味では身の内から出ています。したがっ
てがんをやっつけるための薬は、正常細胞にも影
響を及ぼします。吐き気や脱毛など色々な副作用
が起こり得ます（スライド 19）。
　それでもどのくらいの時期にどういうところに
起こるかということもだいぶ分かっています（ス
ライド 20）。私は医師になって 36 年経ちますが、
昔の抗がん剤治療というのは、これは患者さんが
嫌がるのは当然だという、本当に見ていても苦し
いものもたくさんありました。吐き気に対しても
良い薬がなく洗面器を抱えたままというような方
もおられました。そういう時のイメージもまだ
残っているのかもしれませんが、色々な副作用が
ありますが今は対策が非常に進歩していて、抗が
ん剤治療をするために入院しっぱなしになるとい
うことはまずありません。小さなトラブルはたく
さんありますが、基本的には外来で抗がん剤治療
も続けられることの方が多くなっています。
　点滴も腕から取っていると血管が傷むので埋め
込んでやるという方法があります。ポートという
ものを埋め込んでそこに針を刺して点滴をしま
す。ふだんはこのまま何でもできます。水泳もで
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きるということです（スライド 21）。
　脱毛のような副作用に対しては、冷却すること
で防ごうとしたりしています。
　皮膚炎や爪が傷むということに対しても冷やし
たり、締めると言いますか、縛ったりしながら防
ぐという工夫がどんどん増えてきています。
　たしかに副作用と言いますか有害事象はあるの
ですが、色々なことで軽くして、予定通りの抗が
ん剤治療を続けることがかなり可能になってきま
した（スライド 22）。
　分子標的療法というものがあります。抗がん剤
とは少し違った形で作られたものです（スライド
23）。
　何かと言いますと色々な抗がん剤がスライド
24 のような植物から作られています。日々草と
いう、そのへんの花壇などでもよく見られるもの
ですが、こういうところから探して、ひとつひと
つ確認して効きそうだというものが残っていま
す。
　こうして「探して、探して」というのではなく、
分子標的と言いましてがん細胞の表面にあって、
がん細胞が生き続けていくために必要なものを取
り込むのですが、そこをブロックしてやるとがん
が生き残れないというような、がんの生き方が分
かってきていて、それをブロックするお薬を分子
標的薬と言います（スライド 25）。
　ハーセプチンという薬が乳がんで最初に開発さ
れました。これは今は予防薬としても使われてい

ます。がん治療の後半にがんが再発しないように
と使いますと、再発する人が半分くらいになった
という非常に劇的な効果を示した薬です（スライ
ド 26）。
　ただ分子標的薬は新しい薬であるだけに今まで

スライド 21　埋め込み型ポート

スライド 23　分子標的療法

スライド 22　化学療法の有害事象と支持療法

スライド 24　色々な植物から作られる抗がん剤
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スライド 25　分子標的薬はなぜ効くのか？

スライド 26　 ハーセプチン ®( トラスツズマブ ) による再
発抑制効果 （HERA 試験の結果）

ニケーションが取りにくくなったということを言
われた方がいます。それできちんとメイクをしま
す。先ほどアピアランスという言葉が出ましたが、
メイクをしてそれをカバーすることができます。
　それで私どもの病院では 6 年前にスライド 27
のような『お手入れ読本』というものを作りまし
た。メイクの方法などを載せています。これはホー
ムページからダウンロードできますからぜひご覧
いただきたいと思います。
　その第 2 弾として『お食事読本』というもの
も作りました。抗がん剤治療中のお食事の工夫な
どを載せています（スライド 28）。
　そういうことで治療は治療できちんと行いた

なかったような副作用もあります。ニキビのよう
な皮膚炎が起きたり、爪や手足が変になるという
こともあります。これにはまたこれで色々な対策
がなされてきています。
　抗がん剤で髪が抜けるだけではなく、顔の様子
も変ってきます。眉毛やまつ毛も抜けます。これ
で患者さんが何となくご家族と距離ができると言
われるのです。眉毛のないお顔は恐いので、コミュ

スライド 28　お食事読本

スライド 27　お手入れ読本
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スライド 30　乳がんの治療

い。そしてそれを支えるための治療としてサポー
ティブケアという支持療法を続けていくことが大
事だと思います（スライド 29）。

現在の乳がん治療
―薬物療法・放射線療法・ゲノム医療

　私の専門である乳がんの治療がどのように進む
かということをお話したいと思います。まずは局
所療法として乳房やリンパをどうするかです。そ
れから全身療法として薬をどうするかです（スラ
イド 30）。
　これをきちんと上手に組み合わせて考えていき
ます（スライド 31）。
　乳がんの場合は、内分泌療法というホルモン療
法と抗がん剤、それから分子標的剤治療というも
のを手術前に使うこともあれば、手術の後に使う
こともあります（スライド 32）。
　どのように決めていくかと言いますと病理検査
の結果で決まるのです（スライド 33）。
　その結果で、あなたのがんのタイプはこういう
ものですということが分かってきます（スライド
34）。
　このがんのタイプが分かりますと再発しやすい
ものなどが分かります（スライド 35）。
　したがってそれに対する治療をするのだという

スライド 32　薬物治療の種類

スライド 33　ホルモン感受性と HER2 タンパク（免疫染色）

スライド 31　乳がんの治療（集学的治療）

予後と治療選択に関連する＝予後予測因子かつ治療効果予測因子

スライド 29　 原病の治療とサポーティブケアのバランスが
大切
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スライド 34　Intrinsic subtype

31

スライド 35　Intrinsic molecular subtype と予後

©2011 by American Society of Clinical Oncology
Ismail Jatoi et al. JCO 2011;29:2301-2304

ことで、こういうものを個
別化治療と言っています。
乳がんの場合はスライド
36 にあるように 5 タイプ
に分かれています。それぞ
れに見合った治療が分かっ
てきていますので、とにか
くやみくもに強い薬をとい
うことではなく効く薬を選
んで治療をしましょうとい
うことになります。
　ホルモン治療も、あなた
はホルモン治療が効くはず
のタイプですという時に再

スライド 36　サブタイプ別の推奨される薬物療法

33

スライド 37　内分泌治療によって期待される再発減少効果

スライド 38　 タモキシフェン（TAM）５年投与による乳がん再発と乳がん死の抑制効果
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スライド 39　放射線治療 ド 38）。
　お薬の話はこれくらいにして放射線治療につい
て簡単にお話します。これも非常に強力ながんに
対する治療法で、乳がんもそうですが、色々な病
気で行われているものです（スライド 39）。
　ゲノム医療というものもあります。同じ肺がん
であってもタイプはたくさん分かれています。し
たがってある人にはこの薬は効くのにある人には
効かないということが起こってきます。こういう
ものをきちんと見分けて個別化治療として合った
薬を使いたいということで調べて、全員というわ
けではないのですが、分かってくるようになって
きました（スライド 40）。
　お金もかかりますし、まだ保険に載っていない
治療もあるのですが、いずれはこういうものが進
んでいくのだろうと思います（スライド 41）。

がんサバイバーシップ―体験者の語りから

　このような治療を続けていく上においての色々
なつらさがあります。がんに限らないと言えるか
もしれませんが、つらさを抱えて生きていきます。
がんは治ったと言われるのですが、がんから自由
になっていないような気がするということを 10
年経っても言われる方もいらっしゃいます。そう
いうところを支えていきたいと思っています（ス
ライド 42）。

発が減るということで、約半分ぐらいの方には恩
恵があります（スライド 37）。
　こういうことが分かってきたのも臨床試験が行
われて、この薬を使った人と使っていない人で、
どのように違うのかということが証明されてきた
から分かってきたということになります（スライ

スライド 41　コンパニオン診断から遺伝子パネル検査へ

スライド 42　つらさ

スライド 40　 がんゲノム医療：ゲノム情報に基づいたがん
の医療
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　がんサバイバーシップと言いますのは、がんか
ら生き残った人という意味ではなく、今、がんを
抱えているような人という意味で使われます。が
んが治ったと思っても後遺症があるとか、いつま
でたっても再発の心配があって、ちょっと咳をし
ただけでもがんかと思ってしまう。こういうトラ
ウマのような心の傷です。また、仕事ができなく
なったり、若い方でしたら妊娠とか育児とか、色々
なことに障害となって残っていくかもしれませ
ん。ある若い方が私に言われたことがあります。
がんになって不運だった、運が悪かったけれども
自分は不幸ではなかった。色々なことを考える
きっかけになった。家族が自分を大事に思ってく
れているという思いも分
かったと語ってくれたこと
もあります。そうした悪い
ところばかりではないとい
う面も、体験者の方が伝え
ていただけるのはとても大
事なことだと思っています

（スライド 43）。
　それから就労に関する問
題なども、今は注目を浴び
ています。それこそ私が医
師になったばかりの時は、
こういうことは話題にもな
りませんでした。病院で言
うことではないという雰囲

スライド 43　がんサバイバーシップ　がんとともに生きる スライド 44　がん罹患と就労問題

スライド 45　がんリスクを減らす健康習慣

スライド 46　「5 つの健康習慣」でがんになるリスクが低くなります
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気もありました。そこをみんなで一緒に解決して
いきましょうという良い世の中に近づいてきてい
るのだなと思っています（スライド 44）。
　今、がんを経験していない人にとってもがんリ
スクを減らしましょうということで、たばこを吸
わないとか身体をちゃんと動かすということを続
けるとがんリスクを減らすことができるというこ
とも「がん情報サービス」のサイトの方に載って
います（スライド 45、46）。
　がんになっても人生は続いていきます。がん治
療も生活の一部です。がん体験者がそのように
語ってくださることから始まって、色々な支援も
新しく考えることができたり、社会全体の取り組

みも進んでいくのではないだろうかと思っていま
す（スライド 47）。
　ご清聴ありがとうございました。

スライド 47　
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はじめに―まさかの乳がん診断と手術まで
　
　自分自身が経験したことをもとに少しお話をさ
せていただきます。まず自己紹介です。私は千葉
県生まれで、高校までは千葉で育ちました。大学
は自治医大でした。そこで夫と知り合い結婚して
島根県に来ました。元来「元気」だけが取り柄で、
今までの学校はすべて皆勤賞でした。看護師免許
や助産師免許をもって就職しても病欠はほぼあり
ませんでした。趣味は 100㎞マラソンとかトラ
イアスロンや登山です。術後半年でこの（2018
年）6 月は 100㎞走りました。子どもが 2 人お
りまして、2 人ともしっかり母乳をあげていまし
たし、今は愛犬が 1 匹います。職業は、私はこ

だわっているのですが離島助産師です。本土の助
産師とは助産技術も少し異なるところもあって、
私自身は大学院にも行ったりして、そういうとこ
ろを学び、アピールしていきたいなと思っていた
矢先の話でした（スライド 1）。
　2017 年 8 月 24 日だったと思います。7 月の
終わりぐらいに役場から葉書きが来ました。乳が
んの無料検診券でした。すぐにゴミ箱に捨てまし
た。自分は絶対そういうことになるとは思ってい
ないので、ゴミ箱に捨てたのですが、夫がゴミ箱
から拾ってきて、いちおう電話をして予約ぐらい
は取りなさいと言うので、「そう…」と言って予
約をしました。8 月 24 日に役場の前にバスが来
てそこでマンモグラフィを撮りました。絶対に
引っ掛かるとは思っていないので余裕綽々でいま
した。結果は 3 ヵ月ぐらいかかりますと言われ
ていたのですが、9 月下旬に私は病棟で処置をし
ていた時に役場から電話がきました。電話には出
られなかったので病棟クラークさんが「役場の保
健師さんから電話があってすぐに返事をくださ
い」ということを伝えてくれました。その時何か
ピーンと来たのですが、何か認めたくない気持ち
もあったので折り返しの電話をしないでいたら、
保健師さんが直接やってきてくださり、マンモグ
ラフィの結果を、持ってきてくれました。
　「受診するように」ということは封を切らない

加藤　真紀子
乳がん患者／助産師

シンポジウム②－ 1： 
乳がんを経験して

スライド１　自己紹介
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でも書いてあったのですが、封を切ってしまい、
村田陽子先生（松江赤十字病院）が見るよりも先
に中を見てしまいました。あまり良い結果が書か
れておらず、すぐに電話を取って予約をして 10
月 2 日に松江赤十字病院に初診でかかりました。
実は前日に浜田の弥栄村で 100㎞マラソンがあ
り、それを走って次の日に松江赤十字病院に受診
したので採血を勧められたのですが、絶対に引っ
掛かると思ったのでお断りをしました。そういう
感じで松江赤十字病院に行ったのですが、まずは
検査をしようということになりました。「まさか」
という思いでいましたが、計 5 回検査をして診
断がつき、11 月 29 日に手術をしました。主治
医は村田先生ですが、非常に良い手術をしていた
だきました。
　手術後もピンピンですぐにでも帰れそうでした
が、夫のお迎えの都合もありちょっとずらして
12 月 3 日に退院しました。その後 2 週間ぐらい
してから病理結果を聞きに行き、年をまたいで約
1 ヵ月強の放射線治療をして 2018 年 2 月 20 日
から仕事復帰をしています（スライド 2）。

離島でがんと生きるために

　スライド 3 は隠岐に住まわれていない人のた
めに作ったものです。本土との交通手段ですが、

直通フェリーは七類から 2 時間強ですが、ただ
これは 1 日 1 往復で島前周りのフェリーでは 5
時間かかります。高速船は走っていない時もあっ
て、走っているのは 2 月から 12 月中旬までです。
時々故障したり、ドックに入ったりして走らない
時もあります。飛行機は午前中に1往復だけです。
いずれも天候にすぐに左右されるので、欠航等は
いたしかたないという状況です。
　自分ががんを経験して困ったり悩んだりしたこ
とがあります。隠岐には乳腺外科がないので本土
に通わないといけないのですが、船や飛行機は当
てにならない状況ですし、港で船を待っている間
にやはり人と会うのです。「どこに行くかね」と
言われた時に何と答えようかということは何回も
思いました。適当に「ちょっと仕事でね」とか言っ
てごまかしていましたが、そういうところでも
困ったなと思いましたし、自分の場合は初期のが
んだからだと思うのですが、診断までに約 1 ヵ
月ほどかかり、分かってしまってからの方が楽
だったのですが、その期間が個人的にはいちばん
しんどかったのかなと思います。
　村田先生のご発表でもありましたが、標準治療
としては手術をした後に放射線治療をします。普
通であれば照射時間などは数分ですから終わって
しまえばそのまま仕事もできるという感じなので

スライド２　治療の経緯 スライド３　隠岐と本土の交通手段
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すが、放射線治療は隠岐ではできないので松江に
約 1 ヵ月半、アパートを借りて、その間は仕事
もできないので仕事を休んでやりました。息子が
松江に下宿していたのでいいのですが、夫は病院
に行っていなくなるので、娘が 1 人ぼっちにな
ることが多く、土日は隠岐に帰ろうと決めていま
した。金曜日の午前中に照射をしたら午後の 5
時間のフェリーで隠岐に帰り、日曜日の 3 時の
フェリーでまた松江に行くという生活を 1 ヵ月
半ぐらい続けました。娘も精神的に不安定になり、
ずる休みをしたり、私が帰る金曜日には早退など
をしていました。
　ホテルのマンスリープランなども色々計算した
のですが、アパートを借りるのも、少なくとも
20 万円ぐらいはかかりましたし、交通費のこと
もあり経済的負担も非常に大きかったです。
　ずっと思っていたのですが「隠岐じゃなかった
ら、いつもの生活・仕事をしながら治療ができた
のに」ということは何回も思いました（スライド
4）。
　ただ悪いことばかりではなく、学んだことや感
じたこともありました。私自身が病院に勤める医
療従事者であるのに、がんを患っている患者さん
の治療がこれほど苦労を強いられることなのだと
いうことを初めて知ることができました。
　放射線治療など隠岐ではできない、どうしても

本土に行かなければいけない治療に対しては、ア
パートを借りたりする費用や交通費など何か助成
制度があってもいいのではないかと思いました。
みなさんどうしているのだろうと思いました。私
は自分がふだん元気なので、自分のがん保険や生
命保険には入っていませんでした。アフラックの
夫の保険に家族に対する特約があり、それに入っ
ていたので少しは出ましたが、そういうこともあ
り経済的負担の問題は大切だと思いました。
　自分が患者という立場になって、ふだんは当院
でも外科手術などはありますが、周術期の患者さ
んに対する看護など色々考えさせられるきっかけ
になりました。
　今、私は 3 ヵ月おきに受診をしなければいけ
ないのですが、松江赤十字病院に行くのは半年に
1 回でよく、その間は「地域連携パス」を使って
隠岐病院に通っています。それで松江赤十字病院
に行く回数が非常に少なくすんでいるので、この
地域連携パスというシステムは今後も継続が望ま
れます。
　そして何より、助産師不足で看護部全体が本当
に大変な中で部長さんや師長さんが、嫌な顔ひと
つせず私に本当に親身になってくれて通院や手術
や放射線治療の時にお休みをくださったり、勤務
を配慮してくれる環境に大変感謝をしておりま
す。
　そして家族の理解にも感謝をしようと思います

（スライド 5）。
　離島でがんと生きるために必要なことを私の考
えでまとめてみました（スライド 6）。離島とい
うのは大変狭いコミュニティなので、がんをはじ
め自分が病気であることがどうしても知られやす
い環境にあります。先ほどのように港で会った人
たちに不意に声を掛けられたりとか、松江赤十字
病院ですれ違ったりする時もそうなのですが、何
で看護師さんが受診しているのと言われたことも
ありました。その中で自分らしくどう生きるかと

スライド４　困ったこと、悩んだこと
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いうことの工夫が必要だと思っています。
　何回も言っていますが隠岐病院で治療できない
病気に対する経済的負担の軽減ということで助成
制度なのか、他のものなのか何かしら検討される
必要があると思います。
　離島から本土に通院するにはどうしても前後泊
が必要であったり、交通費の問題等もあるので、
そういうことに対する職場の理解、家族の理解が
必要です。

　あとは人数的にも、限られた島民の中で、こう
したがんを患っている仲間は本土と較べれば少な
いと思います。そういう中でどのように情報共有
をしたりとか、自分の不安の表出先を探していく
かということに関し、「隠岐たんぽぽ」さんをは
じめ役割を遂行していただけると非常にありがた
いと思います。
　簡単でしたがご清聴ありがとうございます。

スライド５　学んだこと、感じたこと スライド６　離島でがんと生きるために必要なこと
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私の場合は実は家庭生活上は
そう問題はなかった
　
　先ほど初めて感謝されました加藤一朗と申しま
す。加藤真紀子さんの「ご主人」というご紹介だっ
たのですが、「ご主人」ではありません。加藤真
紀子さんが「ご主人」で私が「奥」です。
　実はこの話をいただきまして、何を話そうかと
考えました。先ほど話がありましたが、松江赤十
字病院で手術をして、その後の放射線治療で 2 ヵ
月弱家を空けた際、おそらくみなさんは残された
家族である私と娘が大変な生活をしたのではない
かと思っておられるかもしれませんが、まったく
そういうことはありませんでした。
　ご存じの方も多いかもしれませんが、私よりも
妻の仕事が忙しいので、今までも私自身がけっこ
う家事や育児をやっていました。ご飯を作ったり、
洗濯をした回数はたぶん私の方が多いと思いま
す。
　先ほど少し話が出ましたが彼女は大学院の方に
行った際もほぼ 1 年間、勝手に出雲に単身赴任
をしていました。その間も私が 1 年間、子ども
たちの世話をしていたので、今回はそう大変では
ありませんでした。
　なおかつ彼女がマンモグラフィを撮った半年ぐ

らい前に村田先生からご指導を受けまして、私も
マンモグラフィの勉強はしていましたので彼女の
マンモグラフィを見てこれはがんかなと思いまし
た。
　この後、高橋先生から「治療と暮らしの両立」
ということでお話がありますが、その中で「妻の
乳がんと関連して夫が経験した心身不調」という
スライドが資料に載っています。ただそこに挙げ
られた項目に該当することは、私の場合はまった
くありませんでした。ごめんなさい、正直に言い
ますと実はあまり恐くはありませんでした。

もっと精神的な支えになれれば

　この話をいただき、妻の方は先ほどのスライド
の準備をしたり、何を話そうかと考えていたよう
ですが、私は今述べたように何も思いつきません
でした。ただ今回の乳がんを経験した時に妻は日
記をつけていたのです。以前から日記自体を書い
ていたのは知っていたのですが、もちろん他人の
日記ですから勝手に読むわけにはいかず、何を書
いていたかは知りませんでした。今回のこの発表
前に見ていいと言われたので日記をつい最近読
み、そして妻に内緒で今日ここに持ってきていま
す。
　これを見てひとつの後悔が残りましたのでそれ

加藤　一朗
乳がん患者家族／医師

シンポジウム②－ 2： 
がん患者の家族の立場から
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を発表させてもらおうと思います。2017 年 11
月 2 日から書かれています。先ほどのお話のよ
うに松江赤十字病院で検査をして、手術をして、
その後、放射線治療が終わり、仕事復帰をするま
でが書かれています。初めの方はけっこう頻繁に
書いていたのですが、後半は月に 1 回とか、1
週間に 1 回になっていますので彼女の性格がよ
く現れています。
　まずお話したいのは 11 月 17 日の日記です。
そこにこう書かれています。「村田先生はきっと
いい先生だ。信頼して付いて行こう。」とあります。
　手術が終わって 1 月から放射線治療が始まる
という 12 月 19 日の日記には「娘ととても穏や
かに過ごしている。1 月からが心配だな。寂しい
思いをさせる。一朗に任せるしかない。」と書い
てあります。この時点で妻にとっては私よりも娘
が心配だということです。ちなみにこの日記の中
には私のことはほとんど書かれていません。しか
も私のことは「一朗」と呼び捨てです。家族のこ
とで書かれているのは、ほとんどは娘のことです。
　実際に放射線治療で松江に長期間滞在する中で

書かれていたのが 1 月 17 日の日記です。「娘が
先日早退、でも半分仮病。そして毎日寂しいと言っ
ている。土日はくっついてくることが 14 歳にし
ては多かった。」と書いてあります。つまり私は
妻が松江赤十字病院で手術・放射線治療で頑張っ
ているのを見守って安心して治療に専念できるよ
うに頑張ったつもりではあるのですが、実は本人
への精神的支えが足りなかったのかなということ
は、この日記を見て改めて思いました。
　どうしても離島ということで治療自体を海を隔
てた本土の方でやりましたから、その隔たりはみ
なさんもご存じだと思いますが、なかなか簡単に
はいきません。連絡などはインターネットなどで
できますし、電話もできますが、なかなか直接会
えないということでやはり本人にとっては寂しい
思いをさせたのかなと思います。
　家族としては精一杯支えたつもりでいたのです
が、後になって思えばもう少し精神的な支えに
なってあげればよかったというのが今思えば反省
としてあります。以上です。
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　みなさんこんにちは。私は隠岐病院で保健師を
しています、福浦と申します。隠岐たんぽぽの担
当をさせていただいております。本当はこの場で
藤田さんがお話する予定でしたが、体調不良とい
うこともあり、今回ここに来ることができません
でした。この度お手紙を預かってきましたので代
わりに読ませていただきます。藤田さんは、色々
な場で活躍をされている方で、自分の闘病中の時
の体験談や、自分ががん患者の家族だった時の思
いを、たくさんの方に伝えてくれている方です。
その思いも含めて本日は手紙に書いてくれていま
すので読ませていただきます。

　「思いがけない事態にとまどっていますが、貴
重な機会を与えていただいたことに感謝していま
す。日ごろサロンの仲間と話している患者・家族・
遺族の悩み、離島として抱えているハンディを伝
える活動をさせていただきます。
　まず初めに私自身のことに少し触れさせていた

だきます。2001 年 5 月に大腸がんが深刻な状
態で見つかりました。隠岐病院での告知はある程
度落ち着いて受け止めていたのですが、松江赤十
字病院での手術前の説明は、最悪の状態を想定し
た内容とは言え、衝撃を受け愕然といたしました。
ですが先生方のご尽力により 3 度の手術を受け、
7 ヵ月の闘病を終えることができました。
　何よりも辛い経験は 2013 年 6 月にスキルス
性胃がんで 33 歳の若さで亡くなった息子の死。
発見からたった 3 ヵ月、だけど懸命に生きよう
とする姿は、私の中で今でも生きています。咽頭
がんで声を失った実父が同じ年の 12 月に大腸が
んの手術を無事終えながら亡くなるなど様々なこ
とを乗り越え今日という日があります。
　そんな私を支えている大切な活動のひとつが

「がんサロン」です。資料 1 は、サロンが年に 1
回発行し、島民のみなさんに仲間がいるよ、いつ
でも待っていますよ、1 人で悩まないでとお知ら
せすると同時に勉強会などの活動を知っていただ

藤田　千鶴
がん患者／がん患者会緩和ケアサロン　隠岐たんぽぽ代表

シンポジウム②－ 3： 
離島がん患者の立場から

福浦　祐子（代読）
隠岐広域連合立隠岐病院保健師／緩和ケアサロン隠岐たんぽぽ事務局
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く手段でもある『隠岐たんぽぽ』という機関誌で
す。前代表の永海郁子さんが苦労して立ち上げて
から 11 年を迎えます。今ではがん患者、家族だ
けではなく他の病気の方、支援してくださる方も
参加してくださいます。
　私たちはこの島に生きています。島に生活する
以上、ある種のハンディは仕方がないと思っては
います。交通費の問題は国・県・町の施策のおか
げで助かり、拠点病院においてしかできない精密
検査、治療を受けることができ、隠岐病院との連
携も確かなものになりつつあります。ただ移動方
法に問題があり、本土からある程度元気に退院、
転院となった場合は良しとしても、患者の身体に
受ける負担は大きなものです。飛行機に次ぐ速い
移動手段は高速船なのですが、リクライニングさ
え使えない状態です。同じジェットで飛行機と高
速船の違いが理解できません。ドクターヘリに救

われている私たちが帰りの便まで望むのはわがま
までしょうか。
　もうひとつの問題は宿泊です。お願いの声が届
き、放射線治療等など各種検査でもベッドの空き
状況において患者が入院対応していただけるよう
になりましたが、付き添いの家族はホテル利用と
なります。島根医大には格安に利用できる施設、
ホテルの連携がありますが、なかなかすべての病
院がともなるとそうでもありません。隠岐の島町
にもレインボープラザホテルがありますが、負担
額はやはり大きなものです。
　これからもがん患者・家族のためだけではなく
島民のすべての患者の問題ととらえて活動を続け
ていきたいと思います。今日この場に出席できな
いことが非常に残念です。
 緩和ケアサロン　隠岐たんぽぽ
 藤田　千鶴」

資料 1　『隠岐たんぽぽ』
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　みなさんこんにちは。高橋と申します。今日は
本当に楽しみにしてやってまいりました。年に 2
回の「ご当地カフェ」ですが、実は今年、鹿児島
の鹿屋というところで予定していたのが、台風で
中止になってしまいまして、今日のこの機会が今
年唯一の「ご当地カフェ」です。しかも山陰では
初めての開催となります。

がんイメージは変ったが診断時の衝撃は
変っていない

　今日のキーワードは「がん」です。藤田さんの
お手紙にもありましたように、がんは、簡単では
ない病気だと思いますが、病気や暮らしの中で困
りごとは、がん以外の病気でもたくさんあります。

「隠岐たんぽぽの会」のみなさまが、がん患者・
家族だけではなく、島民すべての患者の問題とと
らえて活動なされていることにとても共感しま
す。
　私はかなり昔に大学を卒業しましたが、卒業し
た頃と今のがんのイメージはだいぶ違います。も
ちろんあなどれない病気であることは同じなので
すが、今は長く付き合う慢性病になりつつあると
思います。私が医者になったころは、患者さんに
がんと伝えてはいけないと教えられた世代です。
それが 1990 年代の半ばぐらいにガラッと変わ

りました。今はがんと分かった上で治療して、生
活をするのが当たり前です。もちろん、そのお伝
えの仕方にはまだまだ改善の余地があると思って
います。
　毎年、日本全国で約 100 万人の方ががんと診
断されます。診断されるご本人が 100 万人です
から、ご家族はその何倍もいらっしゃいます。お
友だちや同僚、ご近所の人などまで入れると、が
んとご縁のない人は、世の中にはあまりいないの
ではないかと思います（スライド 1）。
　わが家もがんとご縁ができていまして、実はス
ライド 2 で私の横にいる夫を 2017 年 1 月に自
宅で看取りました。胆管がんでした。診断を受け
た時にはすでに非常に進行していました。胆管が
んの 10 年前に甲状腺がんをやっています。それ

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

シンポジウム③： 
治療と暮らしの両立

スライド１　がんの意味が変わってきた
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は全摘をして終るという典型的な「とっておしま
い」のがんでした。しかし本人のショックは最初
の方が大きかったです。こういう表現がいいかど
うか分かりませんが、甲状腺がんは治るがんだっ
たものの、最初に「がん」という診断がついた時
は夫も私もびっくりしました。その後もいろいろ
病気があり、胆管がんについては、診断時点で助
かることはないと覚悟はしたのですが、彼は、「今
まで色々な病気をしてきたから、いきなり言われ
るよりも、ちょっと良かったかも」と言っていま

した。それは裏返せば、まさかがんになるとは思
わないような年代、先ほどの藤田さんの息子さん
が 33 歳という話がありましたが、まさかという
年代で自分や家族が大変な病気に向き合うことに
なった時の衝撃は、とても大きいものがあると思
います。
　スライド 2 に写っているところは南極ではあ
りません。知床のウトロというところで「流氷
ウォーク」をしたときの写真です。中は普通の洋
服ですが、ドライスーツで流氷の海を泳ぎました。
非常に楽しいですから行ってみてください。これ
は本人が手術をした後、「楽しいことをやろう」
と宣言して、実現した旅行です。亡くなるまで、
楽しいことをやりまくった 4 年 4 ヵ月でした。
やはりがんになっても人生は終わらないというの
が実感です。
　実はがんは一枚岩ではありません。スライド 3
は、がんの種類別の 5 年生存率ですが、高いが
んもあれば、残念ながらまだまだ低いがんもあり
ます。平均すれば 62％ぐらいと言われています
が、それはあくまでも平均です。
　がんと言われてびっくりしない人はいません。
何％と言われてもそれは平均であって、自分に

スライド２　がんになっても人生は終わらない

スライド３　「がん」は一枚岩ではありません とっては「イチゼロ」です
ね。自分にとっては生きて
いるか、生きていないかで
す。私ももともとは一般内
科医なので、平均値でもの
を言うことがありますが、
本当に一人ひとりの問題だ
ということは実感するとこ
ろ で す。5 年 生 存 率 で 7
～ 8 割ですと言われた時
に「2-3 割はだめなのか」
と思うか、「7-8 割は大丈
夫かもしれないのだ」と思
うか、これは文脈によりま
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す。わが家の最初の甲状腺がんはほぼ治るだろう、
9 割以上治ると思っていたのですが、それでも
ショックでした（スライド 4）。
　ただその後の胆管がんの時は 5 年生存率が 1
割に満たないわけですから、7-8 割も 5 年生存率
があるがんはうらやましかったです。

がん患者家族の感じる心身不調

　先ほど「奥」の加藤一朗先生が「まったく当て
はまらなかった」と言われたアンケートの結果で

スライド４　改めて思うのですが

スライド５　妻の乳がんと関連して夫が経験した心身不調

んでした。残りの 4 割は誰にも相談しなかった
のですね。相談した人に相談相手を聞くと、4 割
ぐらいは「家族」でした。悩みを家族の中で抱え
て、医療者に聞く人はとても少ないということが
分かりました。
　それでは夫の胆管がんと関連して妻が経験した
心身の不調を私の場合で考えると「将来への漠然
とした不安」というのはたしかにありました。し
かしわが家の場合は大変残念ながら完治が望めな
いことは分かっており、それが 1 年先なのか、2
年先なのかが分からないわけです。そこで、あま
り先を考えずに、懐中電灯の光が届くぐらいの
ちょっと先を考えると、悩み過ぎなくていいので
はないかなと思ったこともありました。

暮らしていくためのちょっとしたヒントを

　私は立場上、がん治療をお受けになる方やご家
族のお話をうかがう機会はたくさんあります。暮
らしを考える時に、「こんなふうにしてくれてう
れしかった」という話もたくさん聞きます。「う
れしかったこと」の中には、「落ち着いて受け止

すが、これはある県の乳が
ん患者さんの夫の方にご協
力いただいた調査です（ス
ライド 5）。137 人の方に
聞きました。平均は 63 歳
です。妻のがんはほとんど
が早期がんだったのです
が、夫の半分以上が「将来
への漠然とした不安」や、
4 割ぐらいが「気分の落ち
込み」などを経験していま
す。9 割以上に「何らかの
身体や心の不調」があった
のですが、「誰かに相談し
た」人は 6 割しかいませ
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スライド６　嬉しかったこと（←くたびれたこと、の裏返し）
スライド７　

めてくれた」、「黙って聞いてくれた」という声が
あります。「得意技で日常を助けてくれた」とい
うのもあります。「得意技」というのは、家事や、
食事や、掃除などを、近所の人や友人がちょっと
手助けをしてくれたり、病院への送り迎えをして
くれるなど、ちょっとしたことです。そんなこと
を助けてもらうのがうれしかったということで
す。「病気をあまり話題にしないでくれた」とい
う声もあります（スライド 6）。
　「過去と他人は変えられない」と、よく思います。
自分もすぐには変りません。家族もすぐには変り
ませんので、がんになったからと言って、いきな
りすばらしい夢のような家族になれるはずもな
く、それまでの暮らしが続くのですから、そこを
いかにうまく整えるかということだと思います。
できるだけ明るい方を向きたいし、今この時を大
切にして、ちょっと先を考えるぐらいでいいのか
なと思ったりもします（スライド 7）。
　このあたりの向き合い方、みなさんはどうお考
えになりますか。先ほどの加藤真紀子さんのお話
で、色々な場所で誰かに会った時に説明に困った
と言われていました。ウチの夫は大変な筆不精
だったのですが、どういうわけか胆管がんと分
かった年には年賀状の代わりにカードを書こうと
言い出し、「突然ですが、胆管がんになりました。」
という出だしでカミングアウトをしてしまったの

です。そうしましたら、驚いたことに、たくさん
返事が返ってきて「実は僕も…、私も…がんでし
た。」というのが大変多かったのと、それだけで
はなくて「実は子どもに病気があって…」とか、

「言っていなかったのですが…」という、「実は話」
の連絡がたくさん返ってきたのです。これには少
なからず驚いて、みんな自分の中にいろいろな事
情をかかえているのだなと思いました。
　実体験の話は力になります。ですから、今日、
藤田千鶴さん、加藤真紀子さんや、加藤一朗先生、
そして横地正一郎さんのお話をうかがうのは非常
に力になるような気がします。
　最後に、暮らしが楽になるヒントについて少し
お話したいと思います。まず、治療の予定や副作
用をよく知って、少しずつ仕事や家事、生活に慣
れていくこと。また、前と同じようにしなければ
いけないと思わなくてもいいと思います。色々な
手抜きがあって当然です。
　それから、とても優しくてまじめな方ほど前と
同じようにしようとか、周りに迷惑をかけて悪い
と思いがちなのですが、もっと自己中になって、

「ちょっと女王様」「ちょっと王様」ぐらいでちょ
うどいいと思います。私の夫はかなり王様になり
ました。真紀子さんは前から女王様でしたか？（会
場笑）
　それからやはり気を張っている時は誰でも弱音
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は吐きにくいと思うのです。でも、時間と場所と
人を選んで時々は弱音を吐いてもいいと思いま
す。
　私の知り合いはそのことを「心のヅラはずし」
と言いました。「ヅラ」というのはカツラの「ヅラ」
です。家に帰ってカツラをはずすとホウッとする
と思うのですが、辛い心をずっと隠すのではなく、
時々はその心の「ヅラはずし」をしてもいいよね
と言ったのです。

スライド８　 賢いことは言えませんが　楽しく、うまく、
暮らすヒント？

スライド９　

スライド 10　がんと仕事の Q&A 第２版

　それから、使える人は何
でもかんでも、誰でも使う。
親戚でも、義理の親でも、
上司でも何でも使う。
　そしてご本人も家族も気
分転換をすること。とくに
ご家族は気分転換をするこ
とに罪悪感を感じなくても
いいと思います。私は「昔
から気分転換ばかりしてい
るじゃないか」と夫から言
われていましたが（スライ
ド 8）。

がんの「その後」にも
仲間は必ずいる
―時々の「ヅラはずし」を

　スライド 9 は、先ほど村田陽子先生がご紹介
くださった「がん情報サービス」です。
　それからスライド 10 の『がんと仕事の Q&A
　第 2 版』は、働く時にどうしたらいいのか、
一歩先に行く先輩の両立の工夫や体験談がたくさ
ん載っています。
　がんと分かっても、やはり「その後」はありま
す。長いか短いかは人それぞれですし、私たちは
残念ながらいつかは寿命が尽きる時がきますが、
がんと分かっても、「その後」はあります。「隠岐
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たんぽぽ」さんをはじめとして、支えてくれる人
はいますし、仲間もいます。これは、対がん協会
の「リレー・フォー・ライフ」に宇都宮で参加し
たときの写真です。夫の診断直後でしたが、とて
も励まされたことを思い出します。（スライド
11）。
　何か困りごとがあったり、辛い時に、悩みを打
ち明ける人を選ぶとしても、探せば必ず仲間はい
ると思います。時々「ヅラはずし」をしたくなっ
たら「隠岐たんぽぽ」さんをはじめとした色々な
場所があることを思い出したいですね。
　以上でございます。どうもありがとうございま
した。

スライド 11　がんと分かっても、その後があります
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　横地と言います。私はがん患者の 1 人として
病気と向き合って生活をしています。少しお時間
をいただいてお話させていただきます。
　私は 10 年前の、40 歳の時に悪性リンパ腫と
いう病気に始まり、3 年前には、食道がんと咽頭
がんによって、声帯という声を出すところを切除
しました。歌手のつんく♂さんと同じ病気です。
それでこんな喋り声なので皆さんには聞き取りに
くいかと思いますがしばらくお付き合いくださ
い。私はインターネットで東京のがん研有明病院
を知り、シャント発声法という、この声を手に入
れることができました。こういう声ですが、若干
の会話ができるまで回復し、声によるコミュニ
ケーションがとれるようになりました。手術から
1 年半ほどは、筆談のみだったので、ものすごく
自分の思いが伝わらなかったという辛い経験も
あったのですが、この声で喋れるようになってか
ら少しは意思を伝えられるようになったと思って
います。
　私は地元の病院に勤務しておりますが、これま
での間、病気のために入院して休んだり、診察の
ために年間、何度も抜けたりすることに対し、職
場全体の方が理解をしていただき、万全な協力を
していただいていることが現在も仕事を続けて行
ける安心につながっていると思っています。
　病人だからこそ制限しなければいけないことは

たくさんあると思います。その中でお金に関して
言いますと、年間の医療費や、島から出て本土の
病院へ診察に行くための旅費など、今回このご当
地カフェに参加するにあたり改めて計算してみま
した。私はシャント発声のための定期的な交換の
ために東京に診察に行っていますが、遠いことも
あり 1 人では不安なものがあるため、妻と 2 人
で行くことにしています。3 ヵ月に 1 回、年間 4
回程行きますが、診察費、それから旅費、またこ
の声を維持するためにかかる消耗品を合わせると
年間 110 万円ほどかかっていました。松江の病
院へは 1 人で行っていますが、これも年間を通
じると 60 万円近くかかっています。
　離島に暮らす私たちが、病気になり専門の治療
を受けるためには、どうしても本土に渡らなけれ
ばなりません。そのためには医療費以外に多くの
費用がかかります。この状況の中、2017 年度か
らは離島航路の助成など病気に向き合う私たちに
とっては嬉しい制度も整備されてきました。また、
障がい者でもある私には、さらに大きな助成もあ
り、弱者になって初めて分かることも多くありま
した。
　今後も治療と仕事を両立できるように自分に向
いていることを見つけることや、離島というハン
デはあるものの病気と向き合い、前向きな気持ち
を持ち続けることや周りに感謝する気持ちを忘れ

横地　正一郎
がん患者

シンポジウム④： 
離島がん患者（声帯切除）の立場から

209シンポジウム④：離島がん患者（声帯切除）の立場から 　

29年度�ンサ�イ�ー.indb   209 2019/03/30   8:31



ないことがこの島で長く生活できる幸せだと思っ
ています。
　最後になりますが、何といってもこれまでいち
ばんの支えになってくれたのは家族の存在でし
た。私の家族は妻と一人娘です。私と同じ病院で

看護師をしていて、日々ものすごく忙しい中、私
と向き合い、支えてくれている妻には感謝をして
おります。
　非常にお聞き苦しく申しわけありませんでした
が、これで終わります。ありがとうございました。

210 Ⅲ　ご当地カフェ・in 隠岐

29年度�ンサ�イ�ー.indb   210 2019/03/30   8:31



　今日のシンポジウムは「がん治療と暮らしの両
立を考える」というテーマで、いちばん最初に松
江赤十字病院の村田陽子先生に、がん治療の現状
を統計等を踏まえて分かりやすく、幅広い内容を
説明していただきました。
　その次には実際の患者さんの立場からと家族の
立場から、加藤真紀子・一朗さんご夫婦、藤田千
鶴さんのお言葉、横地正一郎さんの実際のお話を
お聞きしました。これは僕ら松江赤十字病院もそ
うですが、病院への提言、あるいは行政への提言
といったものも含まれていると思い、大変身に染

みるお言葉でした。
　最後に高橋都先生の方から、がんサバイバー
シップということで、実際にがんということでど
のように生きていくのかについて、医療者の立場
からとご家族の立場から、両方から非常に分かり
やすく説明していただきました。
　司会の不手際で時間もオーバーしておりますの
で、このシンポジウムはこれで閉めさせていただ
きます。どうもありがとうございました。
 ＜拍手＞

佐藤　仁俊
松江赤十字病院消化器外科部長

シンポジウムを終えるにあたって
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■ 高橋　みなさまお
待たせいたしました。
カフェです。カフェタ
イ ム は 50 分 間 で す
が、お茶とお菓子を前
にしながら病気と向き
合って感じたこと、工
夫したことについてみ
なさんでざっくばらんに話し合いたいと思いま
す。
　実は今日は色々なお立場、色々な組織からご参
加いただき、島根県庁のがん対策室からもお出で
くださっています。それから島根産業保健総合支
援センターからもご参加いただいています。お一
言ずつご挨拶をいただけたらと思います。がん対
策推進室の清山さんからお願いします。

■ 清山　真理子（島
根県健康福祉部健康推
進課がん対策推進室）
　みなさん失礼しま
す。島根県健康福祉部
健康推進課がん対策推
進室の清山と言いま
す。今日はよろしくお
願いします。日ごろから県のがん対策の推進につ

きまして協力、ご尽力いただきましてありがとう
ございます。県庁にいますと実際に現場に出向い
てみなさんの声を聞くことはどうしても少なく
なってきます。そういう面では分からないところ
がございますので、このような、日ごろの会議と
はまた違う場でのみなさんのお話をよく聞かせて
いただきまして、今後の県行政の推進に資するも
のとしたいと思っていますので今日はどうぞよろ
しくお願いいたします。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは続き
まして島根産業保健総合支援センターの内久保さ
ん、お願いします。

■ 内久保　康孝（島
根産業保健総合支援セ
ンター副所長）　失礼
します。島根産業保健
総合支援センターの内
久保と申します。みな
さん島根産業保健総合
支援センターというの
はご存じでしょうか。たぶんあまり知られていな
いと思います。みなさんはおそらく労災病院はご
存じだと思いますが、実は私どもの本部は労災病
院と同じ労働者健康安全機構というところに所属

病気と向き合って感じたこと、工夫したこと

カフェタイム・グループ発表とまとめ
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しております。私ども産業保健総合支援センター
はどういう仕事をしているかと言いますと、厚生
労働省からの業務委託を受けて、たとえばこうい
う治療と仕事の両立支援に関しては、出張相談窓
口というものを松江赤十字病院さんなどにもご協
力いただいて開いていて、行政ではできないよう
なお手伝いをさせていただいています。
　行政とも密接に関係はしています。どのくらい
密接に関係しているかと申しますと、私ももとも
とは労働基準監督署の職員でして、2018 年 4 月
から 2 年間の出向でこちらにきています。完全
に私事ですが、平成 19 年、20 年と隠岐の駐在
事務所に勤務しておりまして、そこでは 2 年間
は通勤範囲でした。昨年も松江監督署におりまし
たので昨年も隠岐の方には何回か来ております。
ほぼ 1 年ぶりぐらいだと思いますが、久しぶり
に来て懐かしく思っています。今日は一緒にカ
フェタイムに参加させていただきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

■ 高橋　どうもありがとうございました。これ
を機会に今後ともよろしくお願いいたします。そ
れでは3時30分までカフェタイムといたします。
お題は「病気と向き合って感じたこと、工夫した
こと」ということで、ご自分の体験やアドバイス
なども共有し合えたらと思います。その後、30
分ほどかけてそれぞれのグループで話し合われた
ことを発表をいただきます。
　発表者を決めてくださいね。また発表する時に
役立つようなメモ取りをする書記さんも決めてい
ただくといいと思います。それではよろしくお願
いします。

フリーディスカッションタイム・まとめ

■ 高橋　それでは発表タイムにまいりましょう。
おそらくどのグループもまとまっていないと思い

ますが（会場笑）、話し合われたことをご発表お
願いいたします。
　どこから行くかですが、あ、手が挙がりました
1 グループさんからまいります。7 グループあり
ますから 3、4 分ぐらいでお願いします。

＜グループ発表 1（1 グループ）＞
　最初に話た方が気が楽になるので真っ先に手を
挙げました。患者さんが少なかったので、先生の
恋愛話まで色々な話が出ました（会場笑）。いち
ばんに出たのはご家族の方からの目線で、告知を
はじめ、がんについてもよく分からないというこ
とでした。分からないまま告知を受けたら、その
まま次の病院に行きましょう、しっかり調べても
らいましょうという感じで訳も分からない感じ
で、何を質問したらいいかも分からない状態が
ずっと続いていて、今もそういう感じでとまどい
もあるという話をされていました。
　こういう場で色々な方と話をしたり、ご近所の
方にも病気のことはしっかり分かってもらって、
そこで情報を得ることもあるので、こういう機会
があって良かったということです。隠すよりも病
気を分かってもらうことで情報を得ることができ
ているので、そういう意味ではそうやって今の生
活を手に入れてやっているので良かったというこ
とを言われていました。
　今は骨髄腫で治療中なのですが、治療後の食事
については、生ものがだめだとか、12 歳以下の
子どもさんとの接触は絶対にだめだと言われたと
いうのです。たぶんそれは治療後の食物や感染の
話ではないかと言われていたのですが、本当にそ
うなのか確認しますということでした。子どもさ
んが汚いわけではなく、私たち誰もがいつどこで
色々な感染を受けることがあるかも分からないと
いうことだと思います。お孫さんたちから元気を
もらうこともあり、スキンシップによる接触も大
切なので、そこは少し確認をしましょうという話
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はしました。そういう制限があるので今は楽しみ
がすごく減っているということも話にあがりまし
た。
　あとは離島からの移動手段で、前後泊が必要で
あったり、元気な時はある程度通院できるけれど
も、足が不自由になったり、身体がしんどくなる
と移動なども大変だということと、経済的な面で
の話があがりました。
　がんだけではなく病気を抱えながらも生活して
いくには周りの人の理解や情報共有をするこうい
う場所も必要だという話が出ました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。おそらく似た
ような話が他のグループでも出ていると思いま
す。重複してもまったくかまいませんので、それ
では次。

＜グループ発表 2（5 グループ）＞
　5 グループです。5 グループではお 1 人暮らし
で抗がん剤治療をされた方の、1 人で治療後の辛
さを抱えて大変だったというお話がありました。
色々辛くなって地域の知り合いの保健師さんに声
を掛け、彼女が来てくれた時は安心されたので
しょうが、涙が出るぐらいだとおっしゃっていま
した。親戚の方からは色々と連絡もあり心配もし
てもらっていて、その点は安心なのですが、一方
で小さな地域で、いいところもあるのですが、だ
からこそ言いにくいとか、治療による脱毛などが
あったりするとそのことは周りには言いたくない
というような、狭い地域コミュニティの縛りと言
いますか難しいところがあるという話が出まし
た。
　それから職場の中で「ちょっと王様」になるこ
とができ、色々なことを職場の方にお願いをした
りすることもできるようになったということで
す。職場の方でもそういうことを言ってもらうこ
とで上手にやっていけるという話をしていただき

ました。産保センターの方もいらっしゃるのです
が、そういう職場は現実にはなかなか少ないと思
います。むしろ非常にうまくいかないケースもた
くさんあり、自分の病気のことを職場の方に上手
に伝え、職場で上手にやるというのは、なかなか
難しい話だということでした。「ちょっと王様」
になるまでは、やはりある程度の時間がかかると
いうことです。
　隠岐の島も合併などがあって大きくなったこと
で地域のつながりが薄くなったところもあるよう
で、そのあたりの難しさもあるようです。抗がん
剤治療の副作用のことを十分分からないまま退院
して、3、4 日で症状が出たり消えたりするので
公的な介護サービスを利用するのもなかなか難し
かったというように、がん治療に特有のサービス
の受けにくさがあるという話も出ました。以上で
す。

■ 高橋　ありがとうございます。職場でも
「ちょっと上手に王様」でいられるためには、お
そらく自分の状況を職場に上手に伝えることが必
要なのだと思います。そこもすぐにはできなかっ
たりもしますよね。ただすごく大事なポイントだ
と思いました。それでは次、どうぞ。

＜グループ発表 3（2 グループ）＞ 
　色々とお話をいたしました。現在、ご主人さん
が多発性骨髄腫でいらっしゃる方の奥様のお話で
した。常に一緒に病院に行っているということで
した。やはりお 1 人で行くとなると、なかなか
人と話せないということもあり、常に一緒に行動
することでお互いに話をして笑い合ったりするこ
ともできるということで、病院に行く時には常に
一緒に行くようにしているということです。
　さらにこのあたりの現状としては通院するため
の汽船までのバス停がちょっと遠いという話で
あったり、あるいは以前はあったベンチがいつの
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ころからかなくなってしまったということで、船
を待つ間のベンチが復活していただければという
お話も出てまいりました。
　本土の方に通院をした時に、とくに 10 月とか
11 月は、松江市内のホテルなどに宿泊しようと
するとホテルが予約できないということです。神
在月（編注：神無月のこと。出雲を中心に使われ
る。10 月の異称）の営業ということもあるよう
でなかなかホテルの予約が取れないということで
す。たとえば空家を利用して宿泊できるようにな
ればいいのではないかというアイデアも出てきま
した。まさに空家利用で宿泊も請け合えるという
ようなところがあればいいという話です。
　現状として先生のお話にもありましたが乳がん
が増えているということを踏まえ、たとえば隠岐
の島の現状の検診がマンモだけではなくエコーも
一緒に受けられるような検診があればいいという
話も出てまいりました。
　第 2 グループからは以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。たくさん出ま
したね。空家利用というのは、今はけっこう全国
的に話題であったりしますね。いきなりボロボロ
の空家を改造するのは大変だと思いますが、けっ
こう整っているアパートとかマンションの空いて
いる 1 室を契約するなどのアイデアもあるかも
しれません。言うのは簡単ですが。やっていると
ころはけっこうあるような気もしますが。

■  若 尾　1 泊、2 泊
という通院の空家利用
ではなく介護施設とし
て空家を利用するとい
うことが山梨とか宮崎
ではやられています。
通院のための空家利用
というのは新しいアイ

デアですね。

■ 高橋　山梨と宮崎でやっているのですね。あ
りがとうございます。それでは次、7 グループさ
んどうぞ。

＜グループ発表 4（7 グループ）＞
　7 グループはがんとの関わりがある人が多いグ
ループでした。まず 1 点目は予防・啓発という
ところです。先ほどの研修でもありましたが、予
防ということでは「身体を動かす」ということが
重要なのですが、隠岐の島ではどうしても運動で
きる環境が限られるということです。プールやジ
ムもありますが屋外で安心して運動できる場所は
少ないという意見もありました。予防のところで
は、検診率が少し低いところがあり、そこを上げ
ていくことも必要なところだと思います。
　次に実際に 20 年前に乳がんになられた方の話
もありました。2017 年に旦那さんががんになら
れたということで 20 年前と今の、がんに対する
環境や治療の変化を大変感じられるという話でし
た。1 点目は、今は情報ツールが多岐にわたって
あるので自分から情報が取れるという点では昔と
今とでは、理解するという部分では非常に大きな
違いがあるということです。それから医療者側が
がんを告知し、オープンにするようになってきて
いるので声掛けなどを色々な形でしてもらってい
るので、そういうところでは 20 年前と変わって
いるという話でした。
　その方は今回は胃がんで 3 ヵ月の治療をされ
たのですが、費用面では 50 万円近くかかったと
いうことです。本人もそうですが家族の渡航費や
移動費というところが負担増ということで実感さ
れたそうです。
　次に本土との医療の連携です。隠岐の現状を理
解していただき受診の調整や診察や検査に関して
も一定のご理解をいただいて丹念に対応していた
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だいているという意見もありましたし、今後、県
全体でそういう連携が取れるような仕組みをとっ
ていただきたいという話とか、紹介状には、治療
の経過などは書かれているのですが、家族とか、
今までどういう気持ちでやってきたかという背景
などもそういうところに反映して治療継続してい
ただくということも私たちの中では、重要な部分
ではないかという意見も出ました。7 グループは
以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。色々な情報を
治療機関とそれを受ける機関が共有する時には、
どうしても医療情報ばかりを共有することが多い
ような気がしますが、たしかにご家族の背景とか、
ご家族で受け止める時にどのようなことが起きて
いるかとか、どういう気持ちでいるかとか、そう
した周囲の情報も一緒に共有できると何か引き継
げるような気がしますね。連携の仕組みはどこの
自治体も一朝一夕にはできないと思いますが、そ
れでも仕組みを作ろうと思うのがまず大事なこと
だと思います。ありがとうございます。次は 6
グループさんお願いします。

＜グループ発表 5（6 グループ）＞
　6 グループでは、患者様からお話を聞きました。
告知の時ですがご姉妹と一緒に隠岐病院でも聞い
た後に本土の方でも聞くのですが、ご姉妹で一緒
にお聞きになりました。出産を控えていた娘さん
がおられて、その子どもさんにはすぐには言えな
かったとおっしゃっていました。治療を続けてい
く上で、最初は手術ができないという重篤な状態
から始まったので、今の内に好きなことをされて
いた方がいいですと言われたりもして、本人とし
ては開き直ったと言いますか、そういうところか
ら入ったので、気持ちも大変だった半面、生活の
方も好きなこともしようということで入られたそ
うです。その内にお孫さんができたりして、自分

の時間がだいぶできて楽になった部分もあったり
して、徐々にそれが効果となり体調の方も良く
なってきたということで、今のところでは、この
後で手術もできるのではないかというところまで
来たということです。大変良い方向になっていま
す。そういう経過が良い方に進むにつれて娘さん
にもちゃんと話すことができるようになりました
ということでした。
　もうお一方は、20 歳の息子さんを亡くされた
という方ですが、その後にも悲しいことがあり、
10 年後にご自分も大きな交通事故に遭い車椅子
で生活を続け、今は歩行もできるようになったと
いうことです。現在は「隠岐たんぽぽ」の方に入っ
て色々とみなさんから大変パワーをもらっている
ということを聞いています。それが本当に心の支
えになり、心も洗われて良い関係ができていると
思いますということです。
　隠岐病院の方にも抗がん剤の治療でたくさんの
方が通われています。以前から較べるとかなり増
えていると思いますが、まだ放射線治療などは受
けられないということがありますから、やはり先
ほど 7 グループからもありましたが隠岐と本土
を治療で通われています。治療の方を重視してい
た時期よりも今の方が隠岐の生活を重視していた
だき、受診時間なども考慮していただき、本土の
病院に本当にお世話になっているということで
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す。
　これも地域連携室同士で話し合って関係も良く
なっていますが、隠岐病院の看護師として思うと
ころは、地域連携室同士で話をして、けっこう綿
密な話もしていただいていますが、先ほども出た
ように、本当にその患者さんの背景とか、帰って
からの生活のことなどになりましたら、もう少し
突っ込んだ、もう少し詳しい情報共有が必要だな
ということはいつも感じています。たとえば看護
師同士でなければ分からないようなこともありま
すので、認定看護師さん同士とか、看護師同士、
師長などの間でもう少し詳しい話ができれば、退
院時などにもう少し考慮してもらうことができる
のではないかなと思っています。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。あと一歩踏み
込んだこととか、情報提供書に書いてあることの
プラスアルファの情報など、どこのまちでもそう
ですが、たしかに本当に課題だと思います。それ
では次、お願いします。

＜グループ発表 6（4 グループ）＞
　4 グループです。患者さんからなのですが、ま
さか自分ががんになるとは思わず、なった時はす
ごく落ち込んだということです。今は元気にして
いて、患者になって思うことは、治療もさること
ながら精神的ケアが非常に大切だと思ったという
ことです。今は「隠岐たんぽぽ」などで同じ待遇
の人と話すことができ、心の支えになり気分転換
にお裁縫をしたり、身近にあるもので生活の中で
使えるものを作ったりしていますということでし
た。病気になってから分かったことや始めたこと
があると言っておられました。
　入院している時に同じ病室の患者さんとも初め
はカーテンが閉まっていてまったく会話などもな
かったのですが、少しずつカーテンが開いていく
ようになって、みんなと話し合いながら支え合い

ながら入院生活を過ごすことができて大変楽し
かった、家に帰ってからの方がすごく落ち込んだ
と言っておられました。
　それから患者さんの方から相談員さんの方にど
のような指導をしているのですかという質問が
あったのですが、相談員さんからは、私たちは患
者さんと一緒に話をして、話をしていきながらそ
こを整理して一緒に考えるスタンスなのですよと
いうことを教えてくれました。
　それから、隠して治療をするのは大変ではない
ですかという質問があったのですが、近所の方や
周りの方に隠して治療をしていくのは本当に大変
なことだと思うのですが、その人なりに隠す理由
があるのだと思うし、その人なりの考えもあると
思うので、まずはその人の考え方を尊重して、支
え合っていくのが大事ではないかという話をしま
した。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。たしかにきっ
とそうなのでしょうね。色々な事情、色々な理由
があって、最初は言えなかったけれども途中から
開き直って言ってしまう、ぶっちゃけてしまうと
いうのもあるかもしれません。でも「言った方が
楽になるよ」とは一方的には言えないですよね。
色々な理由があると思うのです。入院仲間のこと
も本当にそうですね。それでは最後に残った第 3
グループさんお願いします。
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＜グループ発表 7（3 グループ）＞
　第 3 グループの発表をさせていただきます。
第 3 グループは「隠岐たんぽぽ」を創設された
永見さんがいらしたり、先ほど発表されました横
地正一郎さんの奥さんとか、がんのご体験があり
現在相談業務をされている方とか、産業保健総合
支援センターの方など非常に色々な方がおられ
て、色々な話が聞けました。
　まず「隠岐たんぽぽ」を創設された話ですが、
今の隠岐病院長の小出先生の前の院長であった松
江赤十字病院の院長でいらっしゃいました武田博
士先生の時代に永見さんが一緒に立ち上げたとい
う話をしていただきました。内容としてはみなさ
んで悩みごとなどを共有したり、お話をする時間
があり、それから漢方薬であったり、痛み止めな
どの医療的な知識を深めるための勉強会を月に 2
回、1 日と 16 日に定例会としてやられていると
いうご報告をいただいています。同じ悩みを持っ
ている方々が集まる、同士の方々なので非常に話
やすいですし、他の地域、たとえば本土の出雲の
サロンの方々との交流もあり、泊りがけで宿泊も
され、今も本当に裸の付き合いをされているとい
うご報告でした。
　私が問題点として思ったのは、「隠岐たんぽぽ」
に入っていない方もいらっしゃること。言いたく

ないという方もいらっしゃるということで、この
バランスをどう取っていくかということが課題か
と思っています。
　あわせて西ノ島町のサロンの現状もお聞きしま
した。人数が減って活動が少なくなってきている
ものの、まだ一生懸命にみなさん、活動を続けて
いるということでした。ここも問題点としては男
性の方が非常に少ないということで、これはどの
地域もそうなのかなとは思っていますが、男性が
こういうサロンに参加するためにどうしたらいい
か、考えていく必要があろうかと思っています。
　それから横地さんの闘病のご体験の話を聞いて
いますが、やはり金銭的なフォローが行政からは
必要なのではないかなと感じたところです。横地
さんは声帯を取っていてシャントを入れていると
いうことなのですが、そういう医療器具の助成制
度というものも今後は町や県で考えていく必要が
あろうかと思っています。
　本日はがん治療と暮らしの両立ということでし
たが、後半はがん治療と仕事ということがほぼメ
インになっていました。産業保健総合支援セン
ターの方が来られていましたので、ぜひ会社の担
当者だけではなく、社員の方に幅広く知っていた
だきたいという要望がありました。冊子もあると
いうことでした。また上司や同僚という職場のみ
なさんのコミュニケーションが非常に大事だとい
うことです。ここまではできる、あとはお願いし
たいという、きちんとコミュニケーションがとれ
る職場が良い職場なのだろうと感じたところで
す。以上でございます。

■ 高橋　どうもありがとうございます。本当に
色々なポイントが出たと思います。今日は様々な
お立場、背景の方がご参加くださったおかげで、
色々な論点が出ました。一朝一夕に解決できるも
のではないかもしれませんが、経済的問題は、治
療費だけではなく交通費もかかる、家族の費用も
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かかる、宿泊費もかかる、器具の助成もあった方
がいいかもしれない。何かそれぞれの土地ででき
るところから進めていくことが必要なのだろうと
思います。
　それからサロン同士の交流や入院中の仲間な
ど、同じ経験をしているからこそ、お互いを思い
やれるということは、がんに限らずあるような気
がします。
　隠岐の島と本土との連携の効果はたしかに出
ている。ただもっともっと、さらに連携してい
く余地はあるというご意見も多かったと思いま

す。
　空家利用云々という宿泊に関しては、それぞ
れの土地の事情があると思いますので、何か良
いアイデアが出れば「隠岐・松江モデル」など
として全国から注目されるのではないかなと思
います。
　自分の立場で何ができるかを考えることと、
今日出会った方々とどう今後もつながっていけ
るか、この場所をどう使うか、またご一緒に考
えていただければ大変幸いです。
　ありがとうございました。＜拍手＞
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　今日は、「離島でがんと共に生きる」というテー
マでしたが、最後に私も、告知をしたり、その後
に治療をしたり、最期の看取りをさせていただく
こともある立場で二、三思うことをお話させてい
ただきたいと思います。
　病気をお伝えしたら、すぐに本土の方に行きま
しょうと言うと、「行きます。」と言ってくださる
方もいるのですが、年上の方にとくに多いのです
が「もう、隠岐でやれることをやってもらえたら
いい。向こうには絶対に行かない。」と言われる
方がいらっしゃいます。お話をよく聞くと、ここ
までやったからもう十分、だからいいのだと言う
方もおられるのですが、ご高齢の旦那さんに迷惑
をかけるとか、子どもには迷惑をかけたくないか
らここでやれることをやってくれればいいという
話をされる方も少なからずいらっしゃいます。
　先ほどからいっぱいお話は出てきていると思い
ますが、そういう方々が行きやすくなるような、
連携と言いますか、物理的な面、経済的な面も含
めて何か手があればいいのかなという気はしま
す。行くことを説得するのも大変時間がかかりま
す。本土でしたら 2 時間かかりますが、隠岐の
方からも行けるところなのです。ただ、1 泊をす
るとか、子どもがいるからとなるとなかなかすぐ

に行くとはなりません。何度も何度も説得して、
われわれもそうですし、看護師さんも、コーディ
ネーターの方も色々説得して理解していただいて
やっと行っていただけるという方が多いような気
がします。
　そうは言ってもなかなかステージも進んでいて
根治は難しいのではないかというお話をした時に

「じゃあ隠岐で」と言われる方がいらっしゃいま
す。しかしやはり本土に行っていただいた方が、
その方のその後の QOL は良くなるのではないか
とわれわれは思うこともあり、行っていただきた
いなと思うのですが、それでもやはり行かない。
ここでやってくれればいいと言われます。放射線
治療を受ければ喉の詰りももう少し楽になって、
あとの生活がすごく楽になりますよとお話しても

「もういいよ。」と言われる方がおられます。
　必ず行かなければいけないということではない
のですが、何とかそういう方たちに良い形と言い
ますか、満足していただけるようにとか、納得し
ていただけるようにと言うのがいいのか、難しい
のですが、その状況を受け入れてなるべく良い形
に持っていけるようにしていきたいと思います
し、そういう形が色々とできてくればいいのかな
と思いました。

今井　雅浩
隠岐広域連合立隠岐病院内科医長／緩和ケア・化学療法委員会委員長

「ご当地カフェ in 隠岐」の司会を終えて
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　今日はわれわれ医療者以外に様々な部署・分野
の方に集っていただいて、色々な見解も出され、
まとめてもいただきましたので私から申しあげる
ことはないのですが、われわれ医療者はつい病気
だけを診てしまいがちです。患者の背景などは十
分に見ていないということは日ごろから感じてい
るところです。
　こういう会を通して今後色々な見方をしていき
たいと思います。QOL と簡単には言いますが、
より良い生活ということで、今日のタイトルにも
ありますが「がんと共に生きる」ということでは、
どのような病気でもそうですが、いかに生きるか
ということが大事だと思います。死ぬ時にどう
思って死ねるかです。「がんだったけれど幸せな
人生だった」と思って死ねればいいかなと思いま
す。そのためには周りからの色々なバックアップ
が必要だと思います。様々な視点、色々な意見が
ありますが、そこを関連する分野・部署の方とう
まく意見交換をして、より良くなればいいと思い
ます。
　われわれのグループでもちょっと出ましたが、
たとえば行政に、直接、個人的に言ってもなかな
か変わらない。行政に訴えるにしても組織的に訴

えないと難しいかなと感じます。そこでこういう
ように色々な方が集って情報を共有して何かでき
ればいいのかなと思いました。
　今日は今シーズンではいちばん隠岐は寒かった
です。朝、車のフロントガラスに氷が張っていま
した。日中も寒くて、そういう中でたくさんお集
まりいただきありがとうございます。それからこ
ういう機会を与えていただいた国立がん研究セン
ターの方にもお越しいただき、また松江赤十字病
院の方にもわざわざご来島いただきました。こう
いう良い機会を与えていただいたことに感謝した
いと思います。
　またみなさんと顔の見える形を作って、病院と
してはがんに限らず種々の医療をより良いものに
したいと思っています。あとはマンパワーが少な
いということがひとつあります。それに交通の問
題もありますから、そのへんは人口減少もありな
かなか難しいですが、何らかの良い形を、個人で
は難しいでしょうが、ひとつの大きな組織として
行政を動かして、より良くできることがあればい
いかなと思います。
　どうも今日はお疲れさまでした。＜拍手＞

小出　博巳
隠岐広域連合立隠岐病院院長

閉会の挨拶
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「ご当地カフェin隠岐」アンケート集計 参加者　66名
平成30年11月24日（土）実施 回答者  42名（回答率　63％）

アンケート集計

原文ママ

など

今回出た患者さんの思いや提案がきちんと伝わっていくことを願います。

各病院、スタッフ、地域の皆様、各職種の皆様とお話が出来てよかったです。離島ならではの悩み、工夫を一緒に考えるきっかけ
が出来たような気がします。病院で出来ることを出来ることから取り組みたいと思いました。担当のみなさま、すてきな会だったと思
います。準備等々ありがとうございました。

相談窓口には、本人が行きたくないと聞くこともあります。行きたくない方も１人で頑張ってきた人が多い印象を受けます。ツール、
手段がもっと増えるといいなと思います。

家族の費用は大きいが、一緒に一番近くで病気と闘ってくれるのは家族なので、その滞在費用については助成を作っていただけ
ると嬉しいと思います。

隠岐に来てとても良かったです。

満足！！
患者会の大切さ、病気になった者でないと分からないようなことを共有することは大切なことだと改めて思った。

ご意見、ご感想等（自由記述）

隠岐も４島あるため、島それぞれで医療事情や環境、文化が異なる。島の行政、医療、島民が歩み寄って自分の暮らす島でより
良い医療、暮らしが出来るように今後も活動したいと思う。

放射線治療など、隠岐で出来ない治療のために本土の滞在費、交通費など助成があると良い。

がんになった本人、家族の心理面へのケア、経済的負担の軽減が課題だと感じた。町外通院費用の助成制度があるが、その他
にも医療器具の消耗費など負担が大きいという意見があり、必要性があると感じた。新たに知ることが出来たことがたくさんあった
ので持ち帰り業務に活かしていきたい。

隠岐病院内にカテーテルや放射線等を設備し、定期的に本土より先生に来ていただいて診察していただければ、体や家族の負担
も軽減されるのではないでしょうか。

時々、隠岐から入院してこられる患者さんがあり、実際の患者さんの意見は貴重でした。なかなかこのような機会はないので、とて
も良かったです。

このような会の継続と組織化を願います。

いろいろな立場の方のたくさんの意見を聞くことが出来、とても貴重な時間となりました。隠岐の患者さん、患者さんの家族、医療
従事者、行政の方の話を聞き、隠岐のパワーを感じました。本土の病院から隠岐に戻られる患者さんを安心して信頼して送り出せ
ると感じました。

いろいろな意見を聞くことが出来てよかったです。
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14.3%

2.4%

患者・家族

医療関係者

行政関係者

企業関係者

立場（複数回答）

83.3% 16.7%

0.0%0.0%新たな情報が得ることが出来たか 出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった

76.0% 22.0%

2.0%

様々な立場の方と交流出来たか 出来た まあまあ出来た あまり出来なかった

95.2%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

2.4%

有意義だった

まあまあ有意義だった

どちらとも言えない

あまり有意義ではなかった

有意義ではなかった

未回答

参加して有意義だったか
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