国立がん研究センターと患者・家族をつなぐ広報誌
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がんをこえて、ともに歩む
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がんを学ぼう［ 教えて！ドクター］

最適な治療を提供し、多様なニーズにも対応

（東病院 乳腺・腫瘍内科）

がんプロフェッショナルたち

歯科衛生士・歯科技工士たち
あなたを支えるチーム医療の輪
にん よう せい

「治療と妊孕性 」について、一緒に考えサポートを
「がんと生きる」
を支えます！

飲み薬の抗がん剤の悩みに答える「薬剤師外来」

News & Topics
■ 東病院の家族性腫瘍外来で
院外からの受け入れを開始

がんの5 〜10％は、生まれつきの遺伝子
変異が原因の遺伝性腫瘍と考えられて
おり、患者さんに遺伝子変異が見つかっ
た場合、血縁のご家族も同じ変異を持
つ可能性があります。東病院の家族性
腫瘍外来では、臨床遺伝専門医と遺伝
カウンセラーが、遺伝性のがんのリスク
評価や情報提供を行っています。遺伝
的にがんになりやすいと診断された場合、早期発見・早期治療に努めたり、

8月に放送されます！

予防的な手術を行うことで、がんの発症リスクを下げることができます。

中央病院で収録したNHKのドキュメンタリー番

がんの遺伝が心配な方は受診をご検討ください。6 月より他の医療機関の

組「病院ラジオ」が、8月7日（水）22：00〜22：50

紹介状をお持ちの方も受診いただけるようになりました。

にNHK総合テレビで放送予定です。お笑いコン

◇外来診察日 : 毎週水曜日、第 2・第 4 木曜日の午後
◇受診方法（完全予約制）
・東病院受診中の方…主治医にご相談ください。
・他の医療機関から紹介の方…紹介状をご用意のうえ、下記へお電話ください。
・血縁者診断をご希望の方（ご家族が遺伝性腫瘍と診断された方）…下記へお電話ください。

ビ・サンドウィッチマンのお二人がDJをつとめる
ラジオ局が2日間限定で中央病院に開設。ゲスト
の患者さんやご家族が語るエピソード、闘病の
模様などがリクエスト曲にのせて紹介されます。
それぞれの思いを胸にがんと向き合う様子は、

◎予約センター ☎04-7134-6991（平日 8:30 〜 17:15）
※必ず「家族性腫瘍外来を受診したい」ことを伝えてください。

どなたの心にも響きます。どうぞご覧ください。

■ 東病院 頭頸部外科

■ 親子をつなぐノートが誕生

2019 年４月、東病院頭頸部外科

お子さんがいるがん患者さんの声から生まれ

に松 浦一 登科 長 が就任しまし

た「だいすきなあなたへ」は、病気になっ

た。就任のご挨拶を紹介します。

ても変わらない、
「だいすき」という思いを、

新科長就任のお知らせ

「だいすきなあなたへ」

「東北大学出身の松浦です。東

親子で伝えあうためのノートです。メッセー

病院の創成期にレジデントとし

ジを書き込んだりシールを貼ったりすること

て研 修し、その後スタッフとし

で、世界に一つだけのノートが完成します。

ても在職しました。この度、宮城
県立がんセンター副院長を辞し、

東病院 頭頸部外科長
松浦一登

15年ぶりに古巣に戻ってまいり
できるよう頑張ります」

《目

ご家族への感謝やお子さんの未来への思い
を込めて、一緒に手作りしてみませんか。
編：小嶋リベカ（中央病院緩和医療科ホスピタルプレイスタッフ／公認心理師）

ました。皆様方に、より良い頭頸部がん治療を提供

絵：はしもとゆうこ
（PHP 研究所

協力：里見絵理子／あべやすし／高田博美／桂リエ

定価：本体 600 円＋税）
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■ 中央病院 歯科

歯科衛生士・歯科技工士たち

口腔ケアで治療中の合併症・副作用を予防
機能回復のための入れ歯や補助装置作製も

がん治療での歯科や口腔ケアの重要性

ケアを行って、
つらい状態を

が高まっていることをご存知でしょうか。

少しでも解消できるように

中央病院の歯科では、歯科医とともに

お手伝いしています。

歯科衛生士4人、歯科技工士1人が働い

小野

ています。歯科衛生士と歯科技工士の

激の歯磨き粉、軟らかい歯

皆さんに、
その役割について聞きました。

ブラシなど、症状を乗り切る

口内炎の薬や低刺

ためのケア用品を、患者さ
―がん治療における歯科衛生士の役割

んの状態に合わせてご紹介

とは、
どのようなものですか？

するのも私たち歯科衛生士

小野

手術後や抗がん剤治療中には、

の役割です。

口の中の細菌が原因で合併症が起こる
ことがあり、それを予防するための口腔

―歯科技工士の役割は？

ケアを行っています。治療を始める前の

小室

手術中や放射線治

前列左から歯科技工士の小室美穂さん、
歯科衛生士
の小野実成美さん、後列左から歯科衛生士の大久保
美沙さん、寺出裕子さん、浅野千絵さん

患者さんの口の中をチェックし、歯石や

療中に装着するマウスピー

歯垢を除去します。口を清潔に保つため

ス、頭頸部がん※ の患者さん用の特殊な

をつけることで食事や会話ができるよう

の歯磨き指導も行います。

入れ歯や口の機能を補助する装置など

になった、
外見の悩みが軽減されたとい

の作製が主な仕事です。

う声を聞くと嬉しいです。

浅野

全身麻酔で手術を受ける患者さん

は、人工呼吸器のチューブを通して口の

歯周病などで歯がぐらぐらした状態に

他の病院で頭頸部がんの手術を受け

中の細菌が肺に入ると、術後肺炎の原因

なっていると、手術の際、人工呼吸器の

た方の特殊な入れ歯や補助装置も対応

になります。頭頸部がんの手術の場合、

チューブの挿入によって歯が抜けてしま

できますので、ぜひ当院の歯科を受診し

口の細菌が傷の感染を起こすこともあり

うことがあります。マウスピースを装着す

てご相談ください。

ます。手術合併症を防ぐためには、あら

ることで、
そういったトラブルを防ぎます。

かじめ口の中の細菌を減らしておくこと
がとても大切なのです。

放射線療法を受ける頭頸部がんの患

― 患者さんに伝えたいことは？

者さんは、治療計画通りに安全に放射線

大久保

が照射されるように、スペーサーと呼ば

定通り続けられるように、患者さんの口

がん治療を最後まで安全に、予

― 抗がん剤治療の前にも口腔ケアが重要

れる固定具を口に装着します。マウス

腔内のトラブルを解消するお手伝いがで

なのはなぜですか？

ピースやスペーサーは患者さんの歯型

きたらと考えています。口内炎や口の中

に合わせて、一つ一つ手作りしています。

の乾燥など、がん治療中に気になる症状

寺出

抗がん剤の代表的な副作用であ

る口内炎の重症化や、免疫力が下がった

があったら、我慢せず、主治医を通して歯

ときの口由来の感染症を予防するため

―特殊な入れ歯も手作りですか？

です。抗がん剤治療や造血幹細胞移植を

小室

受けた患者さんの中には、
口の副作用が

が手術で切除された歯や歯肉、あごの

重症化して、食事や会話も難しい状態に

欠 損 部 分を補うた め の 特 殊 な 入 れ 歯

なる方もいます。治療前から口を清潔に

、
食事の飲み込みを助ける嚥下
（顎義歯）

することで副作用が重症化するリスクを

補助装置なども、工夫を重ねつつ手作り

減らし、治療中も必要に応じて専門的な

しています。
こういった入れ歯や補助装置

科を受診してください。

そうです。頭頸部がんの患者さん

がく ぎ し

※頭頸部がん＝口、喉、鼻、耳下腺などのがん

えん げ

頭頸部がんの放射線治
療 中に装 着するスペー
サー。患者さんの歯型に
合わせて手作りしている

2019夏
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がんを学ぼう

個別化治療が進む
「乳がんの薬物療法」

教えて！ドクター

最適な治療を提供し、多様なニーズにも対応
乳がんは、女性のがんの中で最も患者数が多く、30代〜 50代の働き盛り・子育て世代が発症しやすい病気です。東病院では、
科学的根拠に基づいた最新の治療を提供しつつ、昨年開設した
「レディースセンター」
において、患者さん一人ひとりのニーズに
合わせたきめ細かいサポートをしています。乳腺・腫瘍内科長の向原徹医師に、乳がんの薬物療法と、多様なニーズを持つ
患者さんを支えるレディースセンターのサポート体制について聞きました。

「再発リスク」
■「サブタイプ」
■「本人の希望」により薬物療法を選択

の値は高いか」
によって、
乳がんを5種類
に分ける方法です
（下表参照）
。
サブタイプ
によって、
病気の勢いや薬に対する反応

乳がんは比較的早期の段階から微細

性が異なります。
その他、
「再発リスク」
や

な転移が起こり、全身病へと移行すると

「患者さん本人の希望」
も考慮し、
一人ひと

考えられています。そのため、たとえ乳房

りに合わせて適切な治療法を選択します。

の腫瘍が小さくても、ほとんどの患者さ
んに「手術」
「薬物療法」
「放射線療法」を
組み合わせた「集学的治療」を行い、治
癒率を上げる努力をしています。

「抗ＨＥＲ２療法」
■「ホルモン療法」
「化学療法」
で再発を予防
■

ひとくくりに「乳がん」と言っても、実

薬物療法の目的は、主に、①手術前に

は、がん細胞の性質や悪性度によって、

がんを小さくする（術前薬物療法）、②手

さまざまな種類があります。少し専門的

術後に再発リスクを減らす（術後補助薬

になりますが、乳がんの性質による分け

物療法）、③治癒が難しい進行がんや再

方を「サブタイプ分類」
と呼びます。

発がんの治療のため――の３つです。術

乳腺・腫瘍内科長

向原 徹 医師

むこうはら・とおる／ 1997年大阪市立大学医学部卒業。
東病院化学療法科勤務、神戸大学腫瘍センター特命准
教授、同大学病院通院治療室長などを経て、2017年より
現職。日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・指導医。
「患者さんもチーム医療の一員として参加し、納得のい
く治療を受けてください」

サブタイプ分類とは、薬物療法をする

前または術後に用いられる薬物療法に

前に、患者さんのがんの性質を詳しく調

は「ホルモン療法」
「抗ＨＥＲ２療法」
「従

使う薬の種類が異なります。また、抗ＨＥ

べ、
「ホルモン受容体が陽性かどうか」

来からある一般的な抗がん剤による化

Ｒ２療法では、がんの増殖の原因となっ

学療法」の３種類があります。ホルモン

ているＨＥＲ２というタンパク質の働きを

細胞の表面に過剰に発現しているか」

療法は、女性ホルモンの働きを抑える薬

阻止する薬を使います。

「がん細胞の増殖能力を示す指標『Ki67』

を用いる治療法で、閉経前と閉経後では

●ルミナルタイプの薬物療法

「『ＨＥＲ２』
と呼ばれるタンパク質ががん

乳がんの約６割は、女性ホルモンがが

■ 乳がんのサブタイプ分類と薬物療法の内容
サブタイプ分類

ホルモン受容体

主な薬物療法の
内容

HER2

Ki67値

陽性

陰性

低

ホルモン
（内分泌）
療法

弱陽性
または陰性

陰性

高

ホルモン療法
＋化学療法

ER

PgR

ルミナルA型

陽性

ルミナルB型
（HER2陰性）

陽性

ホルモン療法
＋抗HER２療法
＋化学療法

陽性

陽性
または陰性

陽性

HER2型

陰性

陰性

陽性

抗HER2療法
＋化学療法

トリプルネガティブ

陰性

陰性

陰性

化学療法

ルミナルB型
（HER2陽性）

低〜高

ER=エストロゲン受容体、PgR＝プロゲステロン受容体、Ki67値＝活性期にある乳がん細胞の割合
「乳がんの受診から診断、
治療、
経過観察の流れ」
（国立がん研究センターがん情報サービス）
を参考に作成
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んの増殖に関与している「ルミナルタイ
プ」
（ルミナルＡ型・Ｂ型）です。
このタイ
プの患者さんには、ホルモン療法を5〜
10年間行います。ホルモン療法は、化学
療法に比べて副作用が少ないと言われ
ますが、顔が赤くなったりほてったりする
ホットフラッシュや、発汗、動悸など更年
期障害のような症状が出る人もいます。
その場合は症状を抑える薬を使ったり、
薬を変更したりすることもあります。

小したら乳房温存療法が行える可能性が

●ＨＥＲ２タイプの薬物療法
ＨＥＲ２陽性乳がんである「ＨＥＲ２型」

あること」
と、
「薬物療法の効果判定がで

と
「ルミナルＢ型（ＨＥＲ２陽性）」は、もと

きること」
です。
効果によっては、
術後に用

もと悪性度が高く、増殖の速いがんとし

いる薬を変える試みもなされています。

により、治療成績が大きく改善していま
す。
ＨＥＲ２陽性乳がんには、基本的には、
抗ＨＥＲ２薬の「トラスツズマブ」を用い

東病院では昨年、
レディースセンター
を開設し、女性看護外来を窓口として、
さ

て知られていました。
しかし近年、抗ＨＥ
Ｒ２療法と化学療法を組み合わせること

■ 治療に伴うさまざまな悩みは
■ レディースセンターでサポート

■ 選択肢が増えている
■ 転移・再発乳がんの薬物療法
転移・再発乳がんの治療においても、

まざまな相談に対応しています。遺伝の
にんよう せい

こと以外にも、妊 孕性
（妊娠する力）の相
談・対応、脱毛など治療に伴うアピアラン
ス（外見の変化）相談・支援、
リンパ浮腫

ますが、
リンパ節転移があるなどリスク

基本的には、サブタイプによって薬を選

を含むリハビリテーションの必要性評価

が高い場合には、
「ペルツズマブ」
という

択します。
「ＣＤＫ４／６阻害薬」
「ＰＡＲＰ

と対応、治療と仕事や育児との両立、薬

※

薬を加えてより強力な治療を行います。

阻害薬」など新しいタイプの薬 も使えま

の副作用への対処法など、内容は多岐に

●遺伝子検査を提案するケース

すし、抗ＨＥＲ２薬の選択肢も豊富です。

渡ります。

ルミナルタイプの患者さんに化学療法

ＰＡＲＰ阻害薬は、
「ＢＲＣＡ１／２」
とい

「子どもに病気のことをどう伝えたらよ

を行うかどうかは、再発リスクと抗がん剤

う遺伝子に変異がある「遺伝性乳がん・

いのか」
といった悩みについても、
女性看

治療のメリット・デメリットを天秤にか

卵巣がん症候群（ＨＢＯＣ）」の患者さん

護外来の看護師と小児腫瘍科の医師等

け、患者さんの価値観も考慮して検討し

で、転移・再発した場合の治療に有効な

が連携してサポートします。
経済的な問題

ます。特に、ルミナルタイプでリンパ節転

薬です。
「ＢＲＣＡ１／２」の変異の有無を

や就労に関することなども、
一人で悩まず

移がない場合には、再発の可能性と化学

調べる遺伝子検査は、基本的には公的保

女性看護外来を活用してください
（サポー

療法の効果をより詳しく調べる遺伝子検

険の対象外ですが、
ＨＥＲ２陰性がんが

ティブケアセンター／がん相談支援セン

査「オンコタイプＤＸ」を提案することが

転移・再発した場合は、保険診療で受け

ターの専門スタッフへとつなげます）
。

あります。ただし、オンコタイプＤＸは公

られます。

薬物療法については、自分に合った方

遺伝性の乳がんは、乳がん全体の約５

法を選択し、納得して治療に臨んでいた

〜10％を占めています。遺伝性とわかっ

だきたいと思います。私たち乳腺・腫瘍

ホルモン受容体もＨＥＲ２もすべて陰

た場合には、ハリウッド女優のアンジェ

内科の医師は、科学的に有効かつ安全と

性の「トリプルネガティブ」の患者さん

リーナ・ジョリーさんのように、発症前に

されている治療法の中から最適なもの

は、化学療法で再発を予防します。

卵巣や乳房を切除する手術を受ける方

を提案しますが、不安に思ったり判断に

今のところ、化学療法は術前あるいは

法もあります。家族にがん患者が多くい

迷ったりしたときは、遠慮なく担当医や

術後のどちらに行っても、再発率や生存

るなど遺伝が心配な方は、担当医や、
こ

看護師などに伝えてください。

率への効果は変わらないとされていま

れからご紹介するレディースセンターの

す。
術前化学療法のメリットは、
「腫瘍が縮

女性看護外来へご相談ください。

的保険対象外の検査で、約42万円の費
用がかかります。

患者さんもチーム医療の重要なメン
バーです。一人ひとりが生活の質を保ち
ながら治療を受けられるように、チーム
全体でサポートします。ホルモン療法や

＊

■ 東病院 レディースセンター の役割

転移・再発した場合の治療など、乳がん
の治療は長期間に渡ることがあります。

妊孕性相談
アピアランス相談・
社会的支援

闘病に伴う悩みや不安は、担当医や外来

ＡＹＡ世代・
子供のサポート

遺伝
カウンセリング

患者さん・ご家族

女性看護外来
多職種カンファレンス

リハビリテーション・
リンパ浮腫相談

の看護師、
レディースセンターの相談窓
レディースセンターは、女性がん患者
さんが「その人らしい生活」を送れる
よう、最適な医療とサポートを提供す
るために開設されました。病院棟２階
の「女性看護外来」が総合窓口となり、
さまざまな相談に多職種で対応して
います。
＊6ページに関連記事

口などに気軽に相談し、その都度解消す
るようにしてください。治療中でも
「あな
たらしさ」を大切にした生活を続けてい
ただきたいと思います。
※いずれも、分子標的薬と呼ばれます
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みんなの
ちからで

あなたを支えるチーム医療の輪 vol.5
にん よう せい

「治療と妊孕性」について、
一緒に考えサポートを

がんの手術、薬物療法、放射線などの治療によって、男女とも、生殖機能が低下したり、将来、子どもを持つことをあきらめざるを得なくなった
りすることがあります。
そのため、東病院では、
レディースセンターの「女性看護外来」
で、妊孕性（妊娠する力）に関する相談に応じています。
がん治療が妊孕性に及ぼす影響と、
その対応について、女性看護外来を担当するがん看護専門看護師の千葉育子さんが解説します。

■ 治療前に妊孕性への影響確認を
がんの治療成績が向上したこともあ

とが大切です。
女性看護外来の受診は、担当医や看

り、近年、AYA世代（思春期・若年成人、

護師などを通して予約を取るか、直接、窓

Adolescent and Young Adult）の患者

口までお越しいただいてもけっこうです。

さんを中心に、将来の妊娠・出産への影

相談は個室で行います。
「今は、病気のこ

響について、治療開始前に情報提供を

とで頭がいっぱい」
「まだ学生で将来のこ

行うことの重要性が強調されるようにな

とまでイメージできない」
という方も、ま

りました。東病院では、病院棟2階の「女

ずは相談にいらしてください。子どもを

性看護外来」で、妊孕性に関する相談を

持つかどうかは、人生設計に関わるデリ

受けています。
「自分の受ける治療が生

ケートな問題です。妊孕性を残す意味に

殖 機 能 にどう影 響 するの か 心 配」
「妊

ついて、私たちも一緒に考えます。

「患者さんだけでなく、
そのパートナーの方も
含めてサポートしていきたいです」
（千葉育子看護師）

娠・出産の可能性を残す妊孕性温存療

女性看護外来の相談窓口ですが、妊

法について知りたい」
「将来、子どもを持

孕性に関しては、男性患者さんの相談も

てなくなることもあるの？」など、妊孕性

受け付けます。患者さんの配偶者やパー

妊孕性温存の方法は、女性の場合「卵

に関する不安や疑問は、未婚・既婚を問

トナーも含 めて、カップル へ の 支 援を

子凍結」
「 受精卵凍結」
「 卵巣組織凍結」

行っていきたいと思っています。

の3種類があり、男性の場合は「精子凍

女性看護外来のある

レディースセンター＊とは
東病院では、
幅広
い年齢層の女性
がん患者さんを
支援するレディー
スセンターを昨
年、
開設しました。
「女性看護外来」
を 総 合 窓 口とし
東病院レディースセンター長
て多職種が連携
秋元哲夫医師
し、
女性患者さん
が、
生活に大きな変化を強いられることな
く、
安心してがん治療が受けられる環境の
提供を目指しています。
このレディースセン
ターの柱の一つが「妊孕性相談・対応」
で
す。男女を問わず、
医師には話しにくい性
生活の悩みや、
妊孕性への影響などを看
護師に相談し、
納得して治療を受けていた
だければと思います。
＊4〜5ページに関連記事
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わず、治療を始める前に確認しておくこ
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がんの種類や患者さんの年齢、全身状

結」を行います。受精卵凍結は夫やパー

態などによっては、将来の妊娠・出産をあ

トナーがいる女性、卵子凍結は未婚の女

きらめなければならない方もいらっしゃ

性、卵巣組織凍結は初潮が来ていない

います。温存の希望がかなわなかった方

女児を含む女性、精子凍結は精液生産

や、温存を選ばなかった方の心のケア

のある思春期以降の男性が対象です。基

も、妊孕性相談の大切な役割です。

本的に健康保険が使えず、費用が高額な
のが難点です※。

■ がん・生殖医療を行う専門病院と連携

治療を最優先する原則がある中で、
「性生活や妊娠・出産のことなど相談して

妊孕性温存治療を希望する方には、
必

はいけないのではないか」などと思われ

要に応じて、
がん患者さんに対するがん・

る患者さんもいらっしゃるかもしれませ

生殖医療を行っている連携病院を紹介し

んが、何でも気軽に相談してください。

ます。
がん治療の開始が遅れることのない

※費用は受精卵凍結が約40〜80万円、
卵子凍結が約

よう、婦人科医と協働し、すぐに連携病院

30〜70万円、
卵巣組織凍結が約55〜100万円、
精

の予約を取ります。手続きはとても迅速
で、その日のうちに連携病院を受診する
患者さんもいます。

子凍結が約5万円
（いずれも初期費用）
で、
その他に
毎年の保存料が数万円かかる。
滋賀県、岐阜県、
京
都府、
埼玉県、
千葉県館山市など公的補助を行って
いる自治体もある。

「がんと生きる」を
支えます！

中央病院・患者サポートセンターへようこそ vol.6

飲み薬の抗がん剤の悩みに答える
「薬剤師外来」

中央病院・患者サポートセンターでは、がん専門薬剤師による
「薬剤師外来」
を開設しています。
どのような相談に乗っている
のか、
「薬剤師外来」
を担当する薬剤部がん専門薬剤師の牧原玲子さんが解説します。

内服薬で治療する患者さんを支援
―薬剤師外来とは？
主に、飲み薬の抗がん剤を服用してい
る患者さんを対象に、薬の服用の仕方、

―薬剤師外来受診のタイミングは？
飲み薬の抗がん剤に関して気になるこ
とがあったらいつでも受診してください。
最も多いのは、抗がん剤の服用を始め

出やすい副作用を確認し、副作用のため

る日に、担当医の依頼で、薬の飲み方、出

の薬の服用方法を説明する外来です。

やすい副作用とその対処法を説明する

―飲み薬の抗がん剤治療のみの患者さん

ケースです。次に外来診療に来た際に、

を対象にしているのはなぜですか。

まずは薬剤師外来でどのような副作用

点滴薬の抗がん剤治療を受けている

が出たかを確認し、患者さんに合った対

方に対しては、通院治療センターで、薬

処法などをお伝えしつつ、担当医にも情

剤師が副作用の説明や相談をしていま

報を共有しています。その後も、必要に

す。近年、飲み薬の抗がん剤だけで治療

応じて外来診察の際に薬剤師外来を受

をする患 者さんが 増えており、患 者 サ

診していただいています。

ポートセンター開設時に、薬剤師外来を
設置することになりました。
飲み薬の抗がん剤は、点滴薬と比べて

がん専門薬剤師の牧原玲子さん

支持療法薬の服用方法が難しい場合に

生活に合った対処法を伝授

は、
ソーシャルワーカーにつないで訪問

―どのような相談が多いのですか。

看護などの利用を検討してもらうことも

副作用が出にくいと思っている方もいる

吐き気や食欲不振、便秘、下痢、口内

ようですが、副作用が出ないわけではあ

炎、皮膚障害、倦怠感、眠気が強いなど、

りません。副作用の種類、出方や感じ方

副作用に関する相談が多いです。調子が

患者さんご自身が納得して治療に取り

は患者さんによっても異なります。副作

悪いけれども、副作用なのか体調の変化

組めるよう、
個々の症状、
性格などに合わ

用とうまくつきあって治療を乗り切るた

なのかわからないという患者さんも少な

せて、
生活がしやすくなるようなアドバイ

めにも、飲み薬の抗がん剤治療中の悩み

くありません。不安感から吐き気などの

スを心がけています。例えば、
かゆみ、
湿

に薬剤師が個別に対処する外来が必要

症状が出ている患者さんもいますし、他

疹、
手足症候群などの皮膚障害でも、
患者

だと考えています。

服用前から治療中もサポート
―相談はいつでもできますか？

あります。
―相談の際に心がけていることは？

の患者さんも同じような症状が出ている

さんの生活スタイルによって、
外用薬を塗

と知って安心される方も大勢いらっしゃ

る頻度や方法も違ってきます。
薬ではなく

います。

副作用を軽減するために役立つグッズを

脱毛など外見に関係する悩みはアピ

はい。
患者サポートセンターの利用時

アランス外来を紹介します。治療のため

間内であればいつでも対応します。ただ

の体調管理や副作用を改善するための

紹介することもあります。
薬に関して困った
ことがあったら、
我慢せずご相談ください。

し、基本的には予約が必要で、担当医、看
護師から依頼があった患者さんが優先
されます。直接、患者サポートセンターの
窓口へ来ていただいてもいいのですが、
お待たせしてしまう場合もあります。

「患者サポートセンター」
をご活用ください
中央病院8階にあり、
さまざまな職種の専門家が患者さんとご家族の
相談に応じる他、各種の患者教室も開催しています。
■利用時間 月〜金曜 9時〜 16時
■一部のプログラムは要予約

2019夏
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■ ご寄付をいただきありがとうございます

NCC INFORMATION

当センタ−へのご支援、
厚く御礼申し上げます。
今後ともますますのご支援を賜りますようお願い申し上げます。
お預かりした寄付金は、
プロジェクト寄付、
または、
がん研究・がん医療の発展のため、
大切に使わせていただきます。

寄付者ご芳名（敬称略／掲載ご希望者のみ）
□SCRUM-Japan
株式会社グッドイマージェンス 山岡賢一・早苗
□Endeavor 福川大和
□届けるを贈る 届けるを支える『がん情報ギフト』
吉岡真紀子 勝俣清三 有限会社BIGWAVE
東和薬品株式会社 貝塚市健康づくり推進委員会
ヤオキン商事株式会社
（2019年3月1日〜5月31日）

■がん研究・がん医療のための寄付
（使途を指定しない寄付）
髙橋丈夫 株式会社カラーエンタープライズ 端崎諄
清水淳一 合同会社DropStone 鈴木昇 清水友美
有限会社ガッツ 代表取締役社長 山本博 吉澤道子 石﨑守彦
鈴木弘崇 宮本里美 有限会社昆野組 代表取締役社長 昆野長晨
齊藤征之 戸田一豪 加藤美智子 堀田淳 茂野光行
株式会社飛竜企画 玉城篤 林洋次 川村敏範 藤井節子
宮本岳司朗 小澤正男 由良麻里 山口秀和 柴田孝次
斉藤光子 工藤芳子 久安株式会社 武田英敬 笹生真悟
伊藤尚喜 名賀敏之 毛利留一 松本淳一 坂本規子 三木将夫
■プロジェクト寄付
（使途指定寄付）

■物品のご寄付
野田亜人 株式会社資生堂
がんフォト＊がんストーリー 代表 木口マリ
塚本真理子 金原出版株式会社
(2018年6月1日〜2019年５月31日）

□NEXT 山田数義 久住武・眞理 本山誠一郎 﨑村浩一 浦田毅之
□患者サポートセンター 山西歩純 小林良昭

こちら薬剤部

中

薬を上手に使って自分らしい生活を

「膵がん・胆道がん教室」
での薬剤師の役割

者さんには積極的に足を運び、症状を聞き取り適切
な薬を一緒に考えるようにしています。
み止めの医療用麻薬は「中毒になる」などと誤

痛

解して、使用をためらう患者さんが多いのです

タッフが、患者さんの治療・生活・心のケアなどにつ

が、痛みのレベルに応じた量を用いれば、安全な薬

いて説明や助言を行います。診断されて間もない患

です。主な副作用は便秘・吐き気・眠気ですが、症状

者さん向けの「入門編」教室と、治療を始めて 6カ月

が続く場合には、抗がん剤の場合と同様に薬で対応す

以上経つ方が対象の「応用編」教室を交互に開催、

ることがあります。痛みがあると日常生活にも支障を来

ご家族も参加されています。私たち薬剤師は、主に入

すため、我慢は禁物です。医療用麻薬を上手に使って

門編を担当し、抗がん剤の副作用対策と、痛みの治

痛みをコントロールし、趣味や旅行などやりたいことを

療に用いる医療用麻薬のお話をしています。

あきらめず、自分らしい生活を送ってほしいと思います。

がん剤の副作用で多いのは、吐き気・嘔吐や

予防・改善するための薬を紹介し、使い方を説明しま

「膵がん・胆道がん教室」
では、
薬剤師が抗がん剤
の副作用対策や、
痛みの治療について説明する
（要予約）
。
抗がん剤治療開始前の説明に
用いるパンフレット。治療のスケ
ジュールや副作用対策などがわか
りやすく解説されている。

用編教室の後には、患者さん・ご家族同士が

応

便秘・下痢といった消化器症状です。それを

がん研究センター 寄付
■詳しくは寄付担当まで
中央病院 03-3547-5201（内線2359・2240）
E-mail：ncckifu@ncc.go.jp
東 病 院 04-7133-1111（内線91460・2343）
E-mail：kifu@east.ncc.go.jp

中央病院薬剤部・西渕由貴子

央病院 8 階の患者サポートセンターでは、毎

医療ソーシャルワーカー、臨床心理士など多職種のス

■ご寄付について

参加してよかった、という
患者さんの声が励みです！

月第 3 水曜日に「膵がん・胆道がん教室」を

開いています。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、

抗

法務・税務相談会開催中（無料・要予約）
中央病院では、がん患者さんとご家族のために、法律と税
に関する相談会を毎月開催しています。経験豊かな専門家
が、問題をお聞きして助言を行いますので、お気軽にご利用
ください。
詳しくはこちら

交流するサロンを開いています。少人数のグ

ループごとに、今、受けている治療のことや、困って

す。症状の出現時期や原因はさまざまで、個別対応

いることなどを自由に話し合い、知識・経験を共有す

そこに加わり、会が円滑に進むようサポートし

が必要な場合もあるため、入院や外来で治療中の患

る貴重なひとときになっています。私たちスタッフも

ています。

https://www.ncc.go.jp
https://www.facebook.com/nccgojp/
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国立がん研究センター広報誌「日々歩」に関するご意見・ご感想は「広報企画室 日々歩」係までメールまたはFax、手紙にてお寄せください。
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FAX
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