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１．	 本年度の研究成果 

1) がん治療による外見変化とそのケアに関する教育プログラムの開発 
① がん患者に対する外見関連支援についての招待講演会(2011/8/27 第 3 回地域がん診療拠点
病院講演会市民公開講座	 於：沖縄県立中部病院、2011/9/24 平成 23 年度がん診療拠点病
院機能強化事業	 於：筑波大学付属病院総合がん医療センターがん患者相談・支援部門、

2011/10/15	 九州がんセンター乳腺外科研究会	 於：国立病院機構九州がんセンター)にお
いて、外見関連情報提供プログラムについての医療者向け研修のニーズについての予備的検

討を行った。3回の講演会に参加した医療者の 92％が医療者向け教育研修の受講を希望した。 
② ①にもとづき、全国がん地域拠点病院に対し、がん患者に対する外見関連の情報提供を中心

とした医療者による患者支援プログラムに関して、医療者向け教育研修のニーズの調査を実

施中である。 
③ 医療者による外見関連の情報提供を中心とした患者サポートプログラムの有用性について

の量的評価（コンプライアンス、QOL、心理・行動生理指標）の予備的検討として、外見
の変化に伴う患者ニーズの変化や、プログラムへの参加の有無が患者に与える影響のプロセ

スを検討する面接調査を実施中である。 
 

2) 若年乳癌患者に対する乳がん術後の妊孕性に関する情報提供プログラムの開発 
① 薬物療法を実施する若年乳癌患者の卵巣予備能の指標としての Anti-mullerian 

hormone(AMH)の妥当性について、「若年性乳がんにおける化学療法・内分泌療法に伴う卵
巣機能抑制に関する研究」を実施した。後ろ向き研究に 80 名、前向き研究 24 名の乳癌患
者を登録し、解析を行った。 

② 生殖医療御専門医の協力のもと、小冊子「乳がん治療に際して、将来の出産をご希望のあな

たへ（仮）」を作成した。インタビュー調査により、本冊子の内容の妥当性についての面接

調査を計画中である。 
③ 生殖医療専門医を対象とした、若年乳癌患者の妊孕性保持に対する姿勢と実態に関するアン

ケート調査を計画中である。 
 

3) 若年乳癌患者に対する遺伝性乳癌についての情報提供の研究 
「若年性乳がん患者の遺伝情報に対するニーズと遺伝情報提供後の行動変容に関する研究」を実

施予定である。対象は以下のすべての条件を満たす患者：国立がん研究センター中央病院乳腺科、

筑波大学病院乳腺甲状腺内分泌外科もしくは聖路加国際病院乳腺外科のいずれかに通院中の乳

がんを発症した患者、National Comprehensive Cancer Network（NCCN）遺伝的要因/家族歴
を有する高リスク乳がん・卵巣がんガイドライン（2011年バージョン１）の「高リスク」に該



当する患者、乳がんおよび卵巣がんの診断について説明がされている患者、20歳以上の患者、
説明の上で文書による同意が得られている患者。インタビュー調査により、遺伝カウンセリング

についてのパンフレットを含め、遺伝カウンセリングについてのより適切な情報提供のあり方を

検討する。 
 

２．	 前年度までの研究成果 
1) がん治療による外見変化とそのケアに関する研究 

① 昨年度実施したアンケート調査のうち乳癌患者の副作用（外見関連副作用 58項目、外見以
外の副作用 23項目）の頻度と苦痛度を分析した。外見変化が強いと感じた患者は QOLが
低く、外見に対する対処行動がとれたと感じた患者ほど QOLが高い、という結果が得られ
た。また医療機関における外見関連の情報提供に関する患者ニーズは高かった。 

② 国立がん研究センター中央病院において、医療者を対象に、外見関連副作用のとした「外

見関連ケア勉強会」を 2回開催し、医療者向け教育プログラムの内容を検討した。 
2) 若年乳癌患者に対する薬物療法の情報提供と治療選択に関する実態調査の実施 

① 国立がん研究センター中央病院において 40歳未満の乳癌患者に対する初期治療後の妊孕性
についての情報提供についてのカルテ調査を行った。医療者からの患者への妊孕性に関す

る情報提供の有無と関連する患者・医療者側の因子を検討し、出産歴の有無、化学療法の

推奨の有無が抽出された。 
② 日本乳癌学会乳腺専門医 835名を対象にアンケート調査を行い (回答率 52%)、若年患者の

治療後の妊孕性に関する情報提供に与える医療者側の因子を検討した。妊孕性に関する情

報提供には乳がん術後の妊孕性についての知識が、不妊治療医へのコンサルテーションに

は妊孕性についての知識および乳癌患者の妊娠に対する医療者の姿勢が関連した。若年乳

癌患者への情報提供の障害となる上位の理由は、患者の再発リスク、紹介できる不妊治療

医がないこと、患者と話し合う十分な時間がないことであった。 
 

3) 卵巣機能予備能測定法の開発 
「若年性乳がんにおける化学療法・内分泌療法に伴う卵巣機能抑制に関する研究」を行い、若

年乳癌患者の保存検体を用いた予備的後ろ向き研究(n=19)では、化学療法前の AMHは高い年齢
群に低い傾向がみられた。化学療法後の AMHは年齢に関係なく全症例において低下した。治療
前 AMH値は月経再開の有無に関連する可能性が示唆された。 

 
4) 若年乳癌患者に対する遺伝性乳癌に関する情報提供の研究 

乳癌学会乳腺専門医に対するアンケート調査により、遺伝相談外来の有無は、乳腺専門医の遺

伝カウンセリングの推奨行動や、遺伝性乳癌の特徴（両側乳癌が多い、BRCA1/2遺伝子異常を
伴うことがある）を考慮した治療方針決定の有無に関連した。 

 
３．	 研究成果の意義及び今後の発展性 

本研究は、若年乳癌患者が、医療者からの正確な情報提供をもと、乳癌治療中および治療後に、



よりその人らしい生き方できるよう自己決定を支援するプログラムを構築することを目的としてい

る。 
外見関連プログラムの研究においては、外見関連支援に関する患者ニーズが高いだけでなく、医

療者を対象とした教育研修のニーズが高いことが示唆された。今後、地域がん診療拠点病院へのア

ンケート調査にもとづき、医療者のニーズに合致する医療者向け教育研修プログラムを開発したい。

また医療者による外見関連の情報提供を中心とした患者サポートプログラムによる患者アウトカム

（治療コンプライアンス、QOL、生物指標、生存期間など）の改善の有無を検証したい。妊孕性に
関するプログラムの研究では、患者・乳癌治療医・生殖医療専門医のコミュニケーションを円滑に

する目的で、生殖医療医の協力を得て、乳癌患者への乳癌治療後の妊孕性に関する情報提供ツール

となる小冊子を開発した。今後、患者・サバイバー等へのインタビュー、生殖医療専門医への調査

を通して、よりよい情報提供ツールとして発信したい。遺伝性乳癌の情報提供プログラムの研究で

は、遺伝カウンセリングの体制の有無が若年乳癌の診療方針に影響していることが示唆された。遺

伝カウンセラリング専門家との議論により、遺伝カウンセリングの目標は、遺伝子検査の実施では

なく、リスクについての理解と予防行動につながることでありとの共通の認識に達した。本研究に

より日本人若年乳癌患者の遺伝性乳癌に関する情報ニーズを明らかにすると同時に、患者ニーズに

即したより効果的な情報提供方法を検討したい。 
	 本研究を総括し、若年乳癌患者のサバイバーシップに影響する外見、妊孕性、遺伝性乳癌に関す

る支援プログラムと情報提供ツールのモデルを提案、地域がん診療拠点病院をはじめ乳癌診療を提

供する主要な医療機関に発信し、若年乳癌患者の診療の均てん化に貢献したい。 
 

４．	 倫理面への配慮 
本研究のなかで行われた研究は「臨床研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省。平成 19年
8月 16日改正）」「疫学研究に関する倫理指針（厚生労働省。平成 20年 7月 30日改正）」を遵守し
て行った。 
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６．	 研究組織 

①研究者名  ②分 担 す る 
 	 	 研 究 項 目 

 ④所属研究機関  
 	 及び現在の専門 
 （研究実施場所） 

 ⑤所属研究 
 	 機関にお 
 	 ける職名 

清水	 千佳子	 乳癌患者のサバイバ
ーシップ支援プログ
ラムの構築	 

国立がん研究センター	 
中央病院乳腺科･腫瘍内科(同上)	 

医	 員	 

坂東	 裕子	 乳癌患者のサバイバ
ーシップ支援プログ
ラムの構築	 

筑波大学大学大学院人間総合科学研究科疾患
制御医学乳腺甲状腺外科(同上)	 

講	 師	 

加藤	 友康	 乳癌患者の妊孕性に
関する支援プログラ
ムの構築	 

国立がん研究センター	 
中央病院	 	 
婦人腫瘍科	 
(同上)	 

医	 長	 

野澤	 桂子	 乳癌患者の外見変化に
関する支援プログラム
の構築	 

山野美容芸術短期大学	 
美容福祉学科	 
心理学	 
(同上)	 

教	 授	 

山本	 精一郎	 乳癌患者のサバイバ

ーシップ支援プログ

ラムの構築	 

国立がんセンター	 

がん対策情報センター	 

がん情報提供研究部	 

医療情報評価研究室	 

がん疫学･生物統計学	 

(同上)	 

室	 長	 

村上	 好恵	 若年乳癌患者の遺伝

相談・遺伝子検査に

関する研究	 

首都大学東京	 

健康福祉学部看護学科	 

がん看護学	 

（同上）	 

准教授	 

 


