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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）の頻度と苦痛度の分析を行った。乳癌患者

において苦痛度の高い副作用（手術合併症も含む）は、上位より「頭髪の脱毛」

「乳房の切除」「吐気」「しびれ」「眉毛の脱毛」であり、乳癌患者にとって治

療に関連した外見変化が患者にとって苦痛であることが示された。 
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（6/15、11/11）に開催した。参加者し

た医療者への調査では、医療者が考える患者にとって苦痛度のもっとも高い抗

がん剤副作用は「吐気」であり、患者アンケートで苦痛度が最も高い「頭髪の

脱毛」は第２位であった。 
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 2005-2009 年に国立がん研究センター中央病院において原発性乳癌に対する

根治手術を受けた 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い、2001-2004 年で検討した結果と比較

した。医療者からの情報提供は 7％（2001-2004 年）から 56％(2005-2009 年)
と改善しており、妊孕性情報提供に関するガイドライン（American Society of 
Clincal Oncology, 日本乳癌学会患者用ガイドラインへの記載など、患者を取

り巻く医療環境の変化が影響していると考えられた。患者への情報提供の有無

には出産歴の有無、化学療法の推奨の有無が関連した。 
② 日本乳癌学会乳腺専門医 835 名を対象に郵送による無記名アンケート調査を

行い 434 名(52%)より回答を得た。若年患者への治療後の妊孕性に関する情報

提供には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(fair/ not fair)および乳癌患者の妊娠についての姿勢

(aggressive/ conservative)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 

国立がん研究センター中央病院において「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」を行った。 



① 後ろ向き研究部分においては、若年乳癌患者の保存検体を用いて術後薬物療法

前後の Anti-mullerian hormone(AMH)値の変動を検討した。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した。 
② 患者への説明と同意のもとに実施される前向き研究では、45 歳未満の乳癌女

性の AMH を含む卵巣機能の指標を術前・術後薬物療法開始前～治療開始後 1
年目まで測定し、月経再開との関連を解析する。プロトコールは現在進捗中で

あり、2009 年 4―11 月までに 10 例の症例を集積した。 
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 

① 2)②のアンケートには若年乳癌と遺伝についての質問項目が含まれている。施

設における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。 
② 若年乳癌患者に対する遺伝性乳癌についての情報提供と情報提供後の行動変

容に関する研究プロトコールを作成中である。 
２． 前年度までの研究成果 

1) 外来通院化学療法中の患者に対する副作用にアンケート調査の実施 
文部科学省 科学研究費補助金「がん患者の外見変化に対応したサポートプログラ

ムの構築に関する研究」班（研究代表者 野澤 桂子）との共同研究として、2009
年 7 月-10 月にかけて外来通院化学療法中の患者名に対して癌治療による副作用に

ついてのアンケート調査を行った。 
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

2001-2004 年までに国立がん研究センター中央病院において原発性乳癌に対する

根治手術を受けた 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い、American Society of Clinical Oncology 
Breast Symposium 2009 にて発表した。 

3) 卵巣機能予備能測定法の開発 
Anti-mullerian hormone 値による卵巣予備能研究（「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」）の計画書を作成した。 
4) 乳癌患者のサバイバーシップに関する研究者会議の開催 

若年乳癌患者のサバイバーシップ研究を行っている国内の他の研究班と合同班会

議を開催し、それぞれの研究班の特徴と目標を明らかにし、研究成果を共有するこ

とにより幅広く包括的なサバイバーシップの支援プログラムを構築していくこと

にコンセンサスを得た。 
３． 研究成果の意義および今後の発展性 

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に、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。 
外見関連研究においては、がん治療による外見の変化は患者にとって苦痛度が高い

ことが示され、さらに医療者と患者では外見に関連する副作用の苦痛に関する認識に

隔たりがある可能性が示唆された。今後は全国の医療機関における外見関連副作用に

ついての情報提供の実態を調査し、医療者による情報提供プログラムのモデルを発信

したい。妊孕性についての情報提供の研究では、患者を取り巻く情報環境の変化によ

り妊孕性についての情報提供の必要性についての医療者の認識が高まっているが、再

発リスクや治療内容などの患者側の要因のほかに、不妊治療医へのアクセスや診療時

間などシステムに起因する医療側要因が考えられ、改善に向けての方向性が示された。

本研究における予備的な検討では、化学療法前の AMH 値は、化学療法後の月経の再

開の予測指標としての可能性が示されたが、実際に臨床導入には更なる検討が必要で

ある。遺伝性乳癌の情報提供の研究では、遺伝性乳癌の医療者・患者への啓蒙は重要

であると考えられるが、本研究の調査では遺伝相談外来の有無が、医療者の遺伝性乳

癌についての受容や遺伝カウンセリングの推奨行動に影響しており、体制の整備が必

要と考えられた。 
 今後は、本研究を総括し、乳癌患者のサバイバーシップに影響する外見、妊孕性、

遺伝性乳癌に関して医療者からの適切な情報提供のモデルを提案し、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ていきたい。 
４． 倫理面への配慮 

本研究のなかで行われた調査、後ろ向き研究、および今後計画しているすべての研究

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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