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第 1 章 はじめに 

「化学療法中にはふだんやっていたことをほとんどやめてしまっていたので、治療が終わったとき、

これからの人生をどうしたらいいのか、どんな毎日に戻ればいいのか、本当に悩みました」-レン 

治療中はたくさんの情報が手に入り、多くの支援に恵まれていたけれど、治療が終了した途端、わか

らないことだらけの別世界に放り出されたようだったと、多くのがんサバイバーは語っています。治療を

終えた多くの人が同じように感じ、受けとめていることが、本書を読むとおわかりいただけることでしょう。 

この小冊子には治療後の時期に役立つ実用的な情報も掲載していますので、目的や状況に応じて

ご活用ください。全章通してお読みいただくことも、必要なところだけ目を通していただくこともできます。 

 

「がんサバイバー」とは？ 

本書では、これまでにがんと診断されたすべての方、つまりがんの診断を受けたときから後の人生す

べてと定義して「がんサバイバー」と呼んでいます。家族、友人、そして介護にたずさわる人たちも、サ

バイバーとともに「がんを生きる人たち」です。 

「サバイバー」という呼称は好きではない、あるいは自分には当てはまらないと思う人もいるかもしれ

ませんが、「病気を乗り切って手にした人生を心から大切にする」ことの意味が、この言葉には込め

られています。 

この小冊子には、がん治療を終えたあとの生活に関して、サバイバーたちの経験にもとづいた工夫や

アイデアも書かれています。起こりがちな問題への具体的な対処法、心身の健康管理について、人

間関係や交友関係についての手引き、そしてがんサバイバーの調査から得られた具体的な情報など

も、できるかぎり提供しています。 

がんは、診断を受けた人すべてにとって深刻な出来事であることには違いありませんが、一方で、人

間として成長する機会をもたらしてくれます。サバイバーの多くは、「どんなに治療がつらくても、それを

乗り切った経験によって、人生を意義あるものとして前向きに臨めるようになった」と語っています。病

気の経験を経て「いまは 1日 1日のありがたさや大切さがよくわかるようになった」という人も少なくあり

ません。また、自分自身の体をいたわる方法も心得るようになり、周囲の気遣いに感謝するようになっ
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たという人もいます。あるいは、がんの研究や治療、患者ケアの向上のために自らの経験を役立てて

もらおうとすすんで参画する人もいます。 

この小冊子が、がん治療を終え、新たな人生に向かって進んでいく方々を応援する情報源となれば

幸いです。 

この小冊子では、読みやすさを重視して、医療関係者との相互関係を説明する際、治療にたずさ

わる各領域の専門家をあえて分類せずに「医師」という言葉で総称しています。 

 

第 2 章 治療終了おめでとうございます 

癌治療終了後の｢普通の生活｣とは？ 

「治療が終わったとき－つまり検査の結果を見て、『問題ないでしょう』と言われたその時、私は、『やっ

た、ついに終わったんだわ！』」と思いました。でも、あれがすべての終わりではなかったということに、今

になって気づきはじめています」 -ジェーン 

多くのがんの患者にとって、治療終了を告げられた瞬間はまさに喜びの時です。治療中にやむなく受

け入れてきたさまざまな制約から解放され、ほっと安堵し、「あの苦しい経験はもう過去のことなんだ」

といった感慨を持つことでしょう。それと同時に、もしかしたら、悲しく、不安な気持ちが沸き起こってくる

かもしれません。がんが再発するのではないか、治療が終わってこれからどうしたらよいのかと不安にな

ることは、実際、めずらしいことではありません。 

治療を終えれば、がんと診断される前の生活に戻れると期待を持ちがちですが、現実には完全な回

復までに時間がかかります。体の傷あとが消えなかったり、病気以前には簡単にできていたことができ

なくなったりするかもしれません。がんの診断と治療というつらい経験を通して、自身が思っているよりも

深く心が傷ついていたり、あなたに向けられる周囲の人たちからの視線が以前とは違ったように感じる

かもしれません。誰より自分自身が、「以前の自分とは違う」と感じているのではないでしょうか。 

治療後、最も困難と感じるのは、次に何が起こるかわからないことです。 

「医師も看護師も、治療が終わった後、どんなふうになるのかまでは教えてくれなかったから、自分の
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体がすっかり元通りになると思ってしまったんだ。友だちや家族もそう思っていた。おかげでずいぶんと悩

む羽目になったよ」-ボブ 

 

癌治療終了後の｢普通の生活｣とは？ 

癌治療を終えた人たちは、治療終了後の最初の数カ月を｢変化の時期｣と表現しています。「普通

の生活に戻る」というよりはむしろ、現在のあなた自身にとって何が「普通」なのかがわかってくる時期で

す。癌治療を終えた人たちがよく、「人生に新しい意味を見いだした」とか「今ではものの見方が変わ

った」などと口にすることがありますが、周囲のものごとに対しても変化を期待するようになるのかもしれ

ません。 

病気のあとの｢普通の生活｣では、食事のとりかたや日常生活における行動、必要な情報が変化し

ます。本書ではそれについても記載しています。 

 

第 3 章 経過観察について 

経過観察とは 

治療後に診察を受けるべき医師と受診頻度 

がんサバイバーのための健康維持プラン 

主治医と話し合う 

経過観察のためのガイドライン 

がんサバイバーは必ず経過観察を受けましょう。治療後に起こりうることをあらかじめ理解していれば、

あなたや家族が生活設計をしたり、ライフスタイルを選択するとき、あるいは重大な意思決定をする

際の助けになります。 

がんサバイバーの「よくある質問」 

 気になる症状があれば、医師に伝えた方がよいですか？ 

 治療後は、どの医師に診察してもらえばよいですか？ 
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 どのくらいの間隔・頻度で受診することになりますか？ 

 どのような検査が必要になりますか？ 

 痛みや倦怠感など、治療後の諸問題を緩和するにはどうすればよいですか？ 

 完全に回復し、元に戻ったと思えるようになるまで、どのくらいかかりますか？ 

 再発予防のために自分でできること、したほうがよいことは何かありますか？ 

 健康保険の適用に関する注意点はありますか？ 

 治療後に利用できるサポートグループはありますか？ 

これだけの問題に個人的に対処していくのは大変と思えるかもしれません。でも、多くのサバイバーが、

今後の医療プランやライフスタイルについての意思決定を自分でできることは、治療中に失ってしまっ

たように思えた「自らの意志で生活をコントロールする」という感覚や自信を取り戻すにはよい方法だっ

た、と語っています。自分の意志で物事を進めている人の方が、そうでない人よりも心身の好調を感

じやすいという研究報告もあります。ですから、主治医とは何でも話せるよい関係を築いておくことが

大切であり、主治医以外の医療チームの人たちの力を借りることも、「自分で決められる環境づくり」

の重要なファーストステップです。 

健康保険、メディケアやメディケイド（※どちらも米国の公的医療保険）に加入していなければ、こ

の小冊子の情報は自分には意味がないと思われる方や、大変な治療がやっと終わったのに、さらに

経過観察にも取り組まなければならないのかとため息をつく方もあることでしょう。もちろん、なかには

医療保障に頼らなければケアを受けるのが難しいケースあるかもしれませんが、治療を終えた方に

特に心に留めていただきたいのは、「必要なケアは必ず受け続けなければならない」ということです。 

お住まいの地域にも、必要かつ適切な医療サービスを受けられるよう支援してくれる機関があるか

もしれません。主治医やソーシャルワーカー、または地域の病院やクリニックの担当部署に相談して

みましょう。 
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経過観察とは 

がんの治療を終えたらまず、経過観察の計画を確認しましょう。経過観察とは、いったん終了した治

療の後、定期検診を受けることを意味します。経過観察の計画は、あなたのがんと、治療のタイプ、

および全身状態によって変わります。がんの治療を受けた人によって個人差があるのが一般的です。 

通常、がんサバイバーの場合、治療が終了して最初の 2～3年は、3～4 カ月に１回の頻度で受診

し、以降は 1 年に 1～2 回程度受診します。定期検診では、主治医が治療による副作用の有無と、

がんが発現していないか(再発) 、体の別の部位に広がっていないか(転移) を確認します。 

一般的に、定期検診での診察は次のような内容になります。 

 病歴の再確認 

 健康状態の診察 

そして、経過観察のためにつぎのような検査をする場合もあります。 

 血液検査 

 MRI または CT断層撮影。異なる角度から体の内部の精密な画像を撮ります 

 内視鏡検査。光のついた、ごく細いファイバースコープで体内患部を調べます 

初回の経過観察では、診察時に主治医と経過観察の計画について話し合いましょう。 

サバイバーのための経過観察ガイドラインを提供している団体およびプログラムのリストは、第 3章内

の「経過観察のためのガイドライン」の節を参照してください。 

経過観察のプログラムには、在宅ケア、職業療法、疼痛管理、理学療法、サポートグループも含ま

れます。（これらのサービスの説明については第 3章内の「検討すべきサービス」の節を参照してくださ

い。） 
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診療記録と経過観察 

あなたのそれまでの治療概要を記した「診療情報提供書」を作成してもらえるよう、あらかじめ担当

の腫瘍内科医にきちんとお願いしておきましょう。これは、今後の経過観察において、あなたの健康

管理にとって必要な意見が記されている大切な書類です。経過観察に、がん治療にあたった医師

とは別の新たな医師を受診する際、特にかかりつけ医を受診する際には、治療の概要を共有し、

あなたの経過観察計画について話し合えるようにしておきましょう。 

ほとんどのサバイバーは、自分の診療記録をバインダーなどにまとめて保管し、新しい医師の診察を

受けるときは、その書類を見せながら自身の病歴を伝えています。こうすることで、がん治療に関す

る重要な情報を一元化して共有することができます。他にも次のような健康情報も一緒に保管し

ておいた方がよいでしょう。 

 がんと診断された日 

 治療を行ったがんの種類 

 がんのタイプとステージを記した病理報告書 

 下記のような治療を実施した日 

o 受けたすべての手術の詳細 

o 放射線治療を行った部位と総照射量 

o 化学療法を含めて、使用したすべての薬剤の名称と投与量 

o 主な臨床検査報告書、X線報告書、CT断層撮影･MRI報告書 

 注意したい徴候や、治療によって起こりうる長期副作用のリスト 

 治療と経過観察に携わる医療専門家全員の連絡先 

 治療中または治療後に発生したあらゆる問題点 

 受けたことのある支持療法の情報(特別な薬剤、精神的サポート、栄養補助剤など) 

 

新たな医師の診察を受ける時は、初診時に治療概要や診療記録のコピーを必ず持参して提示

しましょう。 
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治療後に診察を受けるべき医師と受診頻度 

経過観察にあたっては、がんの経過観察を担当する医師と、それ以外の医療ケアを担当する医師を

決めなければなりません。その場合、がんの経過観察ではあなたのがん治療を担当した主治医の診察

を受け、日常的な医療ケアでは家庭医のようなかかりつけ医を受診してもよいでしょう。いつもと違う、

気になることがあるなどの場合、その領域の専門家を受診する必要が生じることもあります。そうした治

療に合わせて医師を変える必要がある場合にも、主治医は手助けをしてくれるはずです。 

居住地域の環境によっては、がんの経過観察は、腫瘍内科医よりも家庭医が担当するほうが適切

な場合もあります。ただし、加入している保険によっては、指定医限定や受診回数制限ありなどの

条件つきで経過観察に対応しているプランがあるので注意が必要です。 

経過観察の計画を考えるうちに、あなたの加入している医療保険がどこまで適用されるのか、疑問も

出てくることでしょう。保障範囲に関わらず、あなたが信頼でき、安心できる医師を探すように心がけ

てください。 

新しい医師の診察を受ける際には必ず、あなたのがんの病歴について伝えましょう。がんの種類や

受けた治療が今後のケアの方針決定に影響する場合があります。自分から伝えない限り、医師は

あなたのがんについて気づかないかもしれません。 

 

がんサバイバーのための健康維持プラン 

がんサバイバーが治療終了後に知りたいと考えること、それは「再発の危険を減らす方法」についてで

す。自分の食習慣、生活上のストレス、化学物質にさらされることなどが再発のリスクを高めるのでは

ないか、と心配する人もいます。サバイバーは治療を終えた今こそ、自分自身を大切にして生きていく

手だてについて真剣に考えるべきだと気づきます。このことは健康的な生活を始めるうえで何よりも大

事なことです。 

経過観察のために主治医に受診する際には、健康維持計画を立てるにあたって、あなたの身体的、

情緒的、社会的、および精神的なニーズについても満たしてくれるケアの方法をも含めてもらえるよう、

確認しておきましょう。このような私的な話題は主治医に話しづらいかもしれませんが、一度率直に
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話してみると後々もスムーズに運ぶものです。要望によっては、主治医からソーシャルワーカーや看護

師、聖職者など、医療チームのほかの専門家を適任者として相談してみるように勧められるかもしれ

ません。主治医と話すポイントについては第 3章内：「主治医と話し合う」の節を参照してください。 

 

見直してみるべき生活習慣 

 禁煙：喫煙によって、治療したがんと同じ部位や別の部位のがん発生率が高くなるという研究報

告があります。 

 飲酒の減量：飲酒によって一部のがん発生率が高くなるという研究報告があります。 

 適切な食事：健康的な食事と適度な運動を心がけることで、がんの発生や再発のリスクは減少

します。特別な食事療法の必要があるかどうか、主治医や栄養士あるいは管理栄養士に相談

しましょう。米国癌協会と米国癌研究協会はともに、類似の「がんのリスクを減少させるための食

事と運動のガイドライン」を作成しています。 

o 植物性中心の食事。野菜と果物と合わせて 1日の食事の中で少なくとも 5～9皿（サービン

グ）*、食べるようにしましょう。豆類も摂るようにし、全粒粉の穀物(シリアル、パン、パスタなど)

を毎食の食事に積極的に取り入れましょう。 

o 脂肪分と塩分は控えめを心がけましょう。 

o 適正な体重を保ちましょう。 

*訳注：「サービング」は、人が一般的に一回の盛りとして食べる量。ブロッコリーならおよそ電球１つ、

果物ならおよそテニスボール１くらいの大きさなどを目安とする。 

さらにくわしい栄養と健康的な食事についての情報は、AICR のウェブサイト  

（http://www.aicr.org/）または、American Cancer Society （http://www.cancer.org/）で参照

できます。 

 エクササイズと活動：最近のいくつかの報告によると、がん治療後も活動的であることが再発のリス

クを低くし、生存期間がより長くなるとされています。適度な運動(ウォーキング、サイクリング、水

泳)を 30分程度をほぼ毎日続けることで、次のような効果が得られます。 

o 不安や抑うつ状態を緩和させます。 

http://www.aicr.org/
http://www.cancer.org/
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o 気分がよくなり、自信がつきます。 

o 倦怠感、吐き気、痛み、下痢を和らげます。 

エクササイズをするときは、最初はゆっくりと行い、時間をかけて運動量を増やしていくことが大切で

す。必要ならば医師や専門家（理学療法士など）と一緒に行います。回復期間中は安静が必

要ですが、軽い運動、例えばストレッチや、腕や足を動かすだけでも身体の柔軟性を保ち、筋肉

の緊張を和らげ、回復を助けるのに有効です。運動に特別な配慮が必要な人もいるかもしれませ

んので、どれほど軽度のエクササイズであっても、始める前には必ず主治医に相談しましょう。 

 

主治医と話し合う 

がんの治療中は、医師の診察を頻繁に受ける機会を有効に活用して多くのことを学んできました。

今度はがんサバイバーとして、医師を変える時や、久しぶりに受診するかかりつけ医などとの関係づく

りに、それまで学んだ経験やスキルを生かしましょう。 

まず大切なことは、主治医と率直に話せるようになることです。患者も主治医も治療を進めていくた

めに必要なのは「情報」です。日常生活を送る上で何か問題があれば主治医に伝え、注意すべき

新たな症状や、その対処法についても話し合いましょう。それまで受けてきた治療によって健康上の

問題が生じるリスクが高まるのではないかという不安がある場合には、経過観察計画を立てるときに

必ず主治医に相談しましょう。 

健康について次のような問題がある場合には、受診時に伝えるようにしましょう。 

 新しい症状 

 つらい痛み 

 日々の生活に支障をきたす、または妨げとなる身体的な問題や、困っていること。例えば疲労感、

睡眠障害、性機能障害、体重増加または減少、など 

 がんとその治療以外の健康上の問題。心臓病、糖尿病、関節炎など 

 薬やビタミン、ハーブなど、処方薬以外に服用しているものや実行している治療 

 現在または過去に経験した精神的な問題、不安、抑うつ状態など 

 家族内の病歴の変化。たとえば身内ががんになった、など 
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 さらに知りたいこと。新しい研究の成果や副作用など 

特定の症状が表れたからといって、必ずしもがんが再発したというわけではありません。その症状は別

の原因で起こったもので、しかし対処を要する問題の可能性もあります 

 

補完・代替療法を考える 

補完・代替療法には多種多様な治療方法があり、これまでも病気の予防、ストレスの軽減、副作

用とそれにともなう諸症状の予防・軽減、疾患のコントロールや治癒を目的として用いられてきました。

通常、医師から処方された薬剤や治療方法に追加して利用する場合には「補完療法」と呼び、医

師による処方治療の代替として用いる場合にはしばしば「代替療法」と呼ぶことが多く、半数以上の

サバイバーがこれらの治療を１つ以上は試みていることが研究で示されています。 

よくある方法としては、イメージﾞ療法やリラクゼーション（第 9章内：「リラックス法」の節参照）、指圧や

マッサージ、ホメオパシー、ビタミン療法、ハーブ、特別食、心理療法、祈り、ヨガ、鍼などがあります。 

がん治療は終わったけれども、こうした治療法のうち何らかを試みたいと考えているなら、まずは主治

医や看護師に相談しましょう。補完・代替療法には、あなたが現在医師から処方されている薬があ

ればその作用を妨げたり、害を与えることもあります。さらにくわしい情報については NCIの小冊子シリ

ーズにある「Thinking About Complementary & Alternative Medicine; A Guide for People With 

Cancer（補完・代替療法を考えたとき：癌患者のためのガイド）」を入手してください。NCIの Office 

of Cancer Complementary and Alternative Medicine（がん補完代替療法事務局）

http://www.cancer.gov/cam/からも入手可能です。 

 

あなたの家族の「がんのリスク」について 

自分ががんになったことで、わが子のがん発生リスクも高まっているのではないかと心配される方もある

でしょう。しかし、留意していただきたいのは、ほとんどのがんは遺伝しないということです。最も一般的

ながん（乳がん、大腸がん、前立腺がんなど）では、全体の約 5～10％だけが遺伝性です。研究に

よれば、遺伝性のがん患者の家族の大半は、血縁者に次のような傾向があることがわかりました。 
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 50歳までにがんを発症している 

 同部位の 2 カ所ともにがんを発症している（両腎臓、両乳房など） 

 他にもがんの危険因子がある（大腸ポリープやほくろなど） 

こうした傾向も含めて考えたうえで、あなたのがんが遺伝性のものでは、と思われる場合には、がん遺

伝カウンセラーに相談すれば、あなたと家族の疑問に答えてくれるはずです。あなたや家族のがんが

遺伝子によるものなのか否かは、遺伝子検査によって判断することができます。その上で遺伝的な関

連性が認められた場合、カウンセラーに、あなた方家族が、今後必要となる医療ケアについて主治

医と意思決定するためのアドバイスをもらうこともできます。 

 

経過観察を有意義なものにするために 

経過観察の受診時に役立つアドバイスをご紹介します。 

事前準備 

 受診時に必要事項を記録できるよう、メモを持参しましょう。ボイスレコーダーを利用するのもよいで

しょう。その場合には、やりとりを録音してもよいか事前に了解をとりましょう。 

 主治医の診察時には、家族や友人などに同席してくれるよう頼んでみるのもよいでしょう。診察時

の医師の指示や会話について、あなたの理解や判断を助けたり、新しい視点での質問を考えてく

れるなどのサポートが期待できます。 

 診察までに質問をリストアップし、持っていきましょう。 

受診時 

 医師や看護師とは、プライバシーが守られた個室で話し合いましょう。 

 医師の診察時間は限られています。優先順位の高い、一番重要な質問からたずねましょう。 

 自分の意見は、はっきりと伝えましょう。 

 問題や心配事は、簡潔に伝えましょう。 

 問題や心配について、あなたがどのように感じているかを医師に伝えましょう。 

 希望や要求を、きちんと伝えましょう。たとえば「毎日、1 日中疲れています。昼寝をしてもよくなりま

せん。日常生活に影響が出るほどの疲労感があります。どうすれば楽になるでしょうか」など。 
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 医師には、難解な専門用語を使わずに、わかりやすい言葉で説明してもらうように頼みましょう。 

 医師から説明されたことを、自分自身の言葉にして繰り返して言ってみましょう。 

 あなたが何か、さらにくわしく知りたい情報があれば、主治医に伝えましょう。 

次の受診に備えて 

 主治医や薬剤師には、処方された薬について、正確な服用方法と起こりうる副作用についてたず

ねておきましょう。 

 必要な場合は、次の受診予約には、診察時間をもっと長く確保してもらえるよう、遠慮せずに頼み

ましょう。また、受診までの間に電話で質問に答えてもらえるかどうか、そして電話をかけてもよい時

間帯も医師に確認しておきましょう。 

 自分の住んでいる地域にサバイバーのサポートグループがあるかどうか聞いておきましょう。 

 自宅で読めるパンフレットや資料などがないか聞いておきましょう。 

 あなたがこれまで受けてきた経過観察の全記録を保管しておきましょう。 
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経過観察の計画についての質問票 

1 どのくらいの頻度で医師の診察を受けるべきか 

医師の名前                受診スケジュール 

                                              

                                              

2.経過観察時に必要な検査（CT、MRI、骨スキャンなど）とその頻度は？ 

検査                    受診スケジュール 

                                              

                                              

3.気をつけなければならない症状は？ 

                                                                                  

                                                         

4.症状が現れたときの連絡先は？ 

                                                                                  

                                                         

 

経過観察のためのガイドライン  

次のプログラムや団体は、いくつかのがんに対する実用的な経過観察ガイドラインを提供しており、主

治医と話し合うときに活用できます。これらのガイドラインは、決してあなたの医師の知識や判断を批
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判・否定したり、その代替策とするために作成されたものではありません。担当の腫瘍内科医には、

治療概要とがんサバイバーのための診療計画の作成を依頼しましょう。どちらの書類も米国国立癌

研究所（NCI）とほかのがん関連団体から作成を推奨されています。 

（*訳注：以下、一部を除いて英語での案内になります） 

Cancer.Net 

 American Society of Clinical Oncology（米国臨床腫瘍学会）のウェブサイトには、乳がん、大腸

がんを中心とした経過観察ガイドラインのコンテンツが設けてあります。

http://www.cancer.net/patient/survivorship を参照してください。 

Children's Oncology Group Long-Term Follow-up Guideline（小児腫瘍グループの長期経過観

察ガイドライン） 

Children’s Oncology Group（小児腫瘍グループ）のウェブサイトでは、小児期、青年期および若年

成人のがんサバイバーのための長期経過観察ガイドラインを提供しています。

http://www.survivorshipguidelines.org を参照してください。 

Journey Forward 

ここでは、がんサバイバーのための診療計画を中心としたプログラムを閲覧・利用できます。オンライン

で Care Plan Builder というツールを用いることにより、腫瘍内科医はすべての治療概要と経過観察

時における提言を作成でき、患者とかかりつけ医はそれを共有することができます。このウェブサイトは、

National Coalition for Cancer Survivorship（全米がんサバイバー同盟）、 UCLA Cancer 

Survivorship Center（カリフォルニア大学、ロスアンゼルスがんサバイバーセンター）、Genentech（ジェ

ネンテック）社、WellPoint（ウェルポイント）社により提供されています。  

http://www.journeyforward.org を参照してください。 

Life After Cancer Care 

M.D.アンダーソンがんセンターのウェブサイトでは、15種の異なる疾患について経過観察ガイドライン

のリストを掲載しています。http://www.mdanderson.org/survivorship で“Follow-up Medical 

Care”をクリックしてください。 

 

Livestrong Care Plan 

 Lance Armstrong Foundation（ランス・アームストロング財団）とペンシルベニア大学により作られた 

Livestrong Care Planは、オンラインプログラムに入力した情報をもとに、個々のサバイバーのための

診療計画を提供しています。ペンシルベニア大学のウェブサイトで提供している、

http://www.livestrongcareplan.org/を参照してください。 

NCCN 

http://www.survivorshipguidelines.org/
http://www.journeyforward.org/
http://www.mdanderson.org/survivorship
http://www.livestrongcareplan.org/
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 National Comprehensive Cancer Network（NCCN：全米癌総合ネットワーク）のウェブサイトでは、

がんサバイバーのための正式な診療計画の作成ガイダンスにもとづいた、がんのための経過観察を載

せています。Life Beyond Cancer: Follow-Up Care After Cancer（がんを乗り越えての生活：治

療後の経過観察）のウェブページはインターネットで見ることができます。 

http://www.nccn.com/Life-Beyond-Cancer/WellnessArticles.aspx?id=486  

経過観察に関するさらにくわしい情報については NCI ファクトシート Follow-Up Care After Cancer 

Treatment（治療後のフォローアップケア （日本語訳）http://www.cancerit.jp/1031.html#3）を参

照してください。 

検討すべきサービス 

次のようなサービスについても、主治医に相談してみましょう。 

カップル・カウンセリング 

パートナーとの間に問題を抱えている場合には、ふたりで一緒にカウンセリングを受けてみることをお

すすめします。専門のカウンセラーが、ふたりの間にある問題を解決し、お互いの要望をかなえる方

法を探す手助けをしてくれるはずです。こうしたカウンセリングでは、セクシャルな問題についても相談

することができます。 

信仰またはスピリチュアル・カウンセリング 

聖職者などの専門家が、病を得たことによる孤独感や死の恐怖、生きることの意味に対する問い

や、信仰心の揺らぎなどの相談に乗ってくれます。 

ファミリーサポート・プログラム 

治癒のプロセスでは、あなたのご家族になるべく多く関わってもらえるとよいでしょう。こうした家族支

援のプログラムでは、専門家とともに治療のためのセッションに参加することで、あなた自身の問題

や、ご家族それぞれの要求を理解し、適切な答えを見出せる手助けをしてもらえます。 

遺伝子カウンセリング 

あなたのがんがご家族の健康に与える影響について調べ、その不安を解消するために、がんの遺伝

子検査をするかどうか、またその結果をどう捉えればよいかを専門家がアドバイスしてくれます。 

http://www.nccn.com/Life-Beyond-Cancer/WellnessArticles.aspx?id=486
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/followup
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/followup
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在宅サービス 

州や地方自治体は、がん治療後に役立つたくさんのサービスを提供しています。看護師や理学療

法士による在宅訪問ケアや、家事・炊事の支援サービスも依頼できるはずです。電話帳やウェブサ

イトで社会福祉、医療･保健、高齢者支援サービスの項目を探してみましょう。 

個別カウンセリング 

特定のテーマに限らず、あなたの怒りや悲しみ、不安といった感情問題の対処方法についても、メン

タルヘルスの専門家とのカウンセリングで相談することができます。 

長期経過観察クリニック 

経過観察は医師なら誰でも可能ですが、長期経過観察の専門クリニックもあります。これらのクリニ

ックでは通常、腫瘍内科医による治療を終えて現在では治療を受けてない人や、がんの再発がな

い状態の人を対象として診察を行います。お住まいの地域に経過観察専門のがんクリニックがある

かどうか、主治医にたずねてみてください。 

栄養士 

栄養士あるいは管理栄養士に、体重の増減や健康的な食事内容についてアドバイスを求めましょ

う。 

作業療法士 

作業療法士は、がん治療の影響で失われたり低下した身体機能を訓練によって回復させ、日常

生活に必要な体の動きを取り戻せるよう援助します。がん治療後、入浴、着替え、独力での食事

といった、日常生活の動作を習得しなおす手伝いをしてくれます。 

がんソーシャルワーカー 

がんソーシャルワーカーは、がんによって生じた家族や治療の問題を解決するためにカウンセリングを

行う専門家です。地域のサービスや援助も紹介してくれます。 
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造瘻情報とサポート 

United Ostomy Associationはオストミー（人工肛門/膀胱）の人への情報提供や啓蒙活動など

のサポートを行っています。問い合わせ先は、電話 1-800-826-0826、ホームページ 

http://www.uoa.org/です。 

ペインクリニック（疼痛緩和ケア・センター） 

がん治療などの痛みを和らげることを目的としたさまざまな分野の専門家からなるケア・センターで

す。 

理学療法士 

理学療法士は、さまざまな身体機能が連携して働くようにする訓練療法の専門家です。体を鍛

え、治療後の身体機能を高めるために、個人個人に合ったエクササイズや体の動かし方を指導し

ます。また、けがを防ぐために正しい姿勢についてもアドバイスします。 

禁煙（禁煙サポート・サービス） 

研究によれば、強力なサポートを得られるほど禁煙の成功率も高くなるといいます。主治医、看護

師、ソーシャルワーカー、病院などに、利用可能な禁煙プログラムについて問い合わせるか、NCIの 

Smoking Quitline 1-877+44-U-QUIT(1-877-448-7848)に電話してください。 

言語療法士 

言語療法士は治療によって起こりうる会話や言語の障害、嚥下障害などを評価し、改善に向け

た訓練を行います。 

ストレス管理プログラム 

リラックスのしかた、ストレスをコントロールする方法を教えるプログラムです。病院、クリニック、地方の

がん関連団体でこれらのプログラムの提供や、勉強会の開催が行われています。 

サバイバーのためのサポートグループ 
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同じ境遇にある人たちと実際に会ったり、インターネットを通して連絡を取り合うことができます。（第

6章内：「サポートグループへの参加」の節 を参照） 

サバイバーのための健康維持プログラム 

こうしたプログラムは増えています。がん治療を終えた人たち、治療後の人生を再出発したいと考え

ている人たちのためのプログラムです。 

社会復帰プログラム 

それまで日常的にできていた作業の困難や、特別な問題が生じた場合には、専門家があなたに適

した職場を探す手助けをします。カウンセリング、教育、技術訓練などを行い、補助技術・器具の

入手方法、使用方法を教えてくれます。 
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第 4 章 体の変化への対処法 

倦怠感 

記憶力および集中力の変化  

疼痛 

神経系の変化（神経障害） 

リンパ浮腫やむくみ  

口内や歯の問題  

体重および食習慣の変化  

嚥下障害  

排尿や排便の障害  

更年期症状 

 

「つねに感じているこの疲労感さえなくなれば、もう大丈夫だと思えるのです。ほかのことにはもう慣れ

てきましたから」-ローザ 

サバイバーシップ（がんサバイバーであるということ）とは、「今はがんという病気ではなくなったけれど、が

んと共に生きていくこと」だといわれることがあります。あなたの体に起こるさまざま変化は、がんの種類

や、受けた治療の影響かもしれません。同じ人間が二人といないように、たとえ同じ種類のがんを患

い、同じ治療を受けた人がほかにいても、それぞれの体に起こる変化には大きな個人差があるという

ことに留意しましょう。 

治療から相応の時間が経っていても、いまだに治療の影響が残っていると感じる場合もあるでしょうし、

それらを完全に意識しなくなるまでには時間がかかります。その間の体調はどうなるのか、そして、もし

もがんが再発した場合にはどのような徴候が表れるのか、判りかねることもあるでしょう。ここでは治療

後に起こりうる諸問題を取り上げます。もっとも多く聞かれるのは、次のようなことです。 

 倦怠感  

 記憶力および集中力の変化  
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 疼痛  

 神経系の変化（神経障害） 

 リンパ浮腫やむくみ  

 口内や歯の問題  

 体重および食習慣の変化  

 嚥下障害  

 排尿や排便の障害  

 更年期症状 

倦怠感  

がんサバイバーには、いつまでもだるさや疲れが抜けないという人がいます。実際、倦怠感は回復期の

1年目にもっとも多い愁訴の一つです。 

この倦怠感は休息や睡眠だけでは改善できません。正確な原因は医学的にも解明されていません

が、ひとつわかっているのは、治療中と治療終了後では原因は異なるという点です。 

 治療中の倦怠感は、がん治療に起因していることがあります。さらに、貧血（赤血球の不

足）や免疫低下などの問題も関わっているほか、栄養や水分の摂取量の不足、抑うつも

原因となります。疼痛で倦怠感がひどくなることもあります。 

 治療後の倦怠感の原因については解明されておらず、まだ研究中です。 

倦怠感に悩まされる期間の長さについては、決まったパターンがあるわけではありません。時間の経過

とともに徐々に軽快するという人もいれば、長期化する人もいます。特に骨髄移植を受けた場合など

では、何年経っても活力不足を訴える人もいます。 

倦怠感が予想よりも長びいたり、日常生活の支障となることで、苛立ちを募らせてしまう人もいます。

こうした場合、がんサバイバー自身が「いつまでも疲れた様子を見せていると、家族や友人、同僚らに

迷惑をかけ、不愉快にさせてしまうのではないか」、という不安を抱いている場合が多いようです。 

対処法を見つける 

倦怠感の原因や対処法については、次のような質問も参考にしながら、担当の医師や看護師に尋

ねてみましょう。 
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 現在服用中の薬、あるいはがん以外の持病が、自分の活力の度合いに影響するものな

のかどうか。 

 痛みに悩まされている場合、どう痛みをコントロールしたらよいか。 

 自分に合った「適度な」運動メニュー（例えばウォーキングなど）とはどんなものか、メニュー

について。 

 リラクゼーションによい運動について。 

 食習慣の改善や水分を多く摂ることの効用について。 

 自分に合った薬やサプリメントについて。 

 理学療法士、作業療法士、栄養士や管理栄養士、あるいはメンタルヘルスケアの担当

者など、手助けをしてくれる専門家の要否や、紹介が可能かどうか。 

倦怠感の対処法 

倦怠感の具体的なケアには、次のような方法を参考に試みてください。 

 一日の予定を立てる。一日のうちでいちばん頭が冴え、活動的になれそうな時間帯に

積極的に動きましょう 

 楽にできるよう工夫する。例えば料理や皿洗いの間はスツール（背もたれのない椅子）

に腰掛けるなど、負荷を軽減する方法を考えてみます 

 短時間の昼寝をしたり、活動の合間には休憩を取る 

 起床時間、就寝時間が規則正しくなるよう心がける 

 好きなことを、軽めに行う。例えば、短い本を読んだり、音楽を聴くなど、昔から好きなこ

とや新たに興味をもったもののうち、疲れないものを楽しむようにしてみます。 

 まわりの助けを借りる。料理や雑用、洗濯などを手伝ってもらうとよいでしょう。周囲から

声をかけられるチャンスがないなら、自分から頼んでみるのです。家族や友人たちは

往々にして「本当は手助けしたいと思っているのに、何をすればいいのかわからない」とい

うこともあるのです。 

 優先順位をつける。いちばん重要なことから着手しましょう。優先度が高くないもの、緊

急度が低いものは後回しでもよいのです。 

 サポートグループへの参加を考える。同じように倦怠感に悩む人たちと話すことで、新し
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い対処法が見つかるかもしれません。 

 

記憶力および集中力の変化 

「以前のように集中できなくなったことがいちばんつらいです。仕事に影響が出ないことを願っていま

す」-ジョシュ 

 

研究によれば、がん患者の 4人に 1人が、化学療法後、記憶力や注意力に障害が出たと訴えて

いることわかっています。この状態は、「ケモブレイン」と呼ばれたりします。あるいは、がんサバイバーの

多くが「ブレイン・フォグ（脳に霧がかったような状態）」とも呼ぶこの障害は、注意力の低下、適切な

言葉が出てこない、新しいことを覚えられないといった問題を引き起こします。 

治療終了直後から影響が表れる場合もあれば、ずっと後になって表れる場合もあります。症状が改

善しないこともあります。高齢者の場合、こうした記憶力や集中力の変化が治療によるものなのか、

加齢によるものなのかの判断が難しいこともあります。いずれにせよ、以前のように集中できなくなった

と感じる人は一定数いるようです。 

どういう人に記憶障害や集中力低下といった問題が生じるのか、その原因を明らかにしようとする研

究が始まっており、化学療法や頭部への放射線治療を受けた場合にこうした問題のリスクが高くなる

ようです。また、記憶障害は高用量の化学療法を受けた人に出やすいと言われますが、標準的な用

量であっても記憶力の変化を訴える人はいます。 

対処法を見つける 

 記憶障害や集中力の低下について、次のようなケースに当てはまる場合は医師に相談してみましょう。 

 記憶障害や思考力の低下が改善しない場合。神経心理士など専門家の支援が受け

られるか、尋ねてみるとよいでしょう。 

 服用中の薬が症状を引き起こしている、または悪化させていると感じる場合。 
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 抑うつや不安感を自覚している場合。これらは注意力、集中力、記憶力に影響すること

があります。 

 更年期症状がある場合。一部の記憶障害や集中力の低下には、更年期症状が関与

していることがあります。 

記憶力と集中力の改善  

がん治療後に低下した記憶力を、がんサバイバーたちはさまざまな方法でカバーしています。次の

中からあなたに合う方法が見つかるでしょうか。 

 やるべきことを書き留める。その日しなければならないことと必要な時間、行かなければ

ならない場所などを手帳や小型カレンダーに書いておき、「一日分の予定」を立てるの

です。一日でできることを考え、シンプルで現実的な予定を立てましょう。 

 目につく場所に備忘メモを置く。ゴミ捨てや施錠など、忘れてはいけないことを思い出せ

るようにメモ書きなどにして家のあちこちに置きます。 

 長い数字は区切って憶える。例えば、812-5846 という電話番号なら、「812，58，46

（ハチイチニ、ゴハチ、ヨンロク）」と区切って憶えやすくします。 

 声に出しながら作業する。料理やコンピュータ処理などのように、複数の手順を行う用

事は、それぞれの手順を声に出してつぶやきながら進めます。 

 ストレスの対処法を身につける。 リラックスできる方法を身につけておけば、ストレスの多

い状況でも落ち着いていられるようになりますし、ストレスとうまくつきあうことは、記憶力

や注意力の改善につながるかもしれません。 

 話すべき内容を点検する。家族の行事や職場の会合などに行く前に、名前や日付、

自分の主張の要点などをまとめて、内容を見直しておきます。 

 覚えておきたいことは繰り返す。声に出して繰り返すことで記憶に残りやすくなります。 

 

ケモブレインについての詳細は、ファクトシート"Cognitive Problems After Chemotherapy"(「化

学療法後の認知障害」www.cancercare.org/pdf/fact_sheets/fs_chemobrain_cognitive.pdf  )

をご覧ください。 

http://www.cancercare.org/pdf/fact_sheets/fs_chemobrain_cognitive.pdf
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疼痛  

治療後の痛みの程度にはかなり個人差があります。一般に、がん治療後の疼痛には次のような種

類があります。 

 神経の損傷による手足の疼痛やしびれ。化学療法や手術により神経が損傷され、ひど

い痛みを引き起こす場合があります。神経系の変化に関する詳細は、4 章内：「神経系

の変化（神経障害）」の節を参照ください。 

 手術痕の疼痛 

 手術で失った手足や乳房に感じる疼痛。 この痛みは「幻想痛」とも呼ばれ、原因につい

ては医学的に解明されていないものの、実際に存在します。失われた部位に感じる痛み

は、決して「気のせい」ではないのです。 

対処法を見つける  

治療後も疼痛がある場合は、その原因と軽減方法を医師が一緒に考えてくれます。痛みの原因は

治療に起因する場合も、関節炎などほかの問題による場合もあります。痛みを我慢する必要はあり

ません。痛みを解消したいと思うことは弱さの表れなどではなく、自分自身の体調を改善し、活動的

であるために必要なことなのです。 

あなたの説明をもとに、医師は疼痛の程度を評価し、次のような対処方法のいずれか、あるいは複

数を組み合わせて、適切に処方してくれるはずです。 

 疼痛薬：一般的に、当初は最も作用が軽い薬から処方されます。その後、必要に応じて

作用の強い薬へ変えていきます。症状軽減の鍵は、処方された薬はすべて指示通りにき

ちんと服用することです。たとえ痛みがなかったとしても、毎回必ず処方通りに服用してお

かないと、疼痛を適切にコントロールすることはできません 

疼痛薬を使っていると依存症になるのではないかと心配する人もいますが、正しい用量を守り、定

期的に医師の診察を受けていれば、薬物依存になることはほとんどありません。 

 抗うつ剤：神経の損傷からくる疼痛やしびれを軽減するために抗うつ剤が処方されること
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があります。 

 理学療法：理学療法士の指導も疼痛軽減に役立つでしょう。運動療法を単独で、ある

いは温熱療法、冷熱療法、マッサージ療法、圧迫療法などのいずれかを加えて行い、痛

みを和らげます。 

 装具：痛みのある手足や関節の動きを制限することで、苦痛を緩和・軽減することができ

ます。 

 鍼治療：ツボ（経穴）に鍼を打つことで疼痛を軽減する、実績のある治療法です。 

 催眠法、瞑想、ヨガ：これらの方法も疼痛軽減に効果があるといわれています。訓練を

積んだ専門家から方法を学ぶことが大切です。 

 リラクゼーション方法：がんサバイバーの多くが、深くリラックスできる方法を学ぶことで疼痛

緩和やストレス軽減がしやすくなったと語っています。 

 神経ブロック療法や手術：これまでにあげた対処方法では効果がない場合には、神経ブ

ロック療法や手術について医師に尋ねてみるとよいでしょう。持続的で限局的な疼痛があ

る場合に有効な選択肢となる場合が多いのですが、この治療によってほかの問題が引き

起こされるリスクもありますし、治療には入院が必要になります。 

医師に痛みを伝える  

痛みについてより的確に説明するには、いろいろな方法があります。 

 数字を使う。痛みの強さを、0 から 10 までの 10 段階の数字を使って表現します。痛み

がまったくない状態を 0、そして痛みを最大限に感じる場合には 10 と伝えるなどです。 

 痛みの性質を説明する。例えば、「鋭い痛み」「鈍い痛み」「ズキズキ脈打つ痛み」「持

続性の痛み」などと表現して伝えます。 

 痛みのある部位を正確に示す、または図で表す。いつも同じ場所が痛むのか、ある場

所から周囲へ広がっていくのか、なども伝えましょう。 

 いつ痛みを感じるのか伝える。痛み始めるのはいつか、痛みの持続時間はどのくらいか、

日中や夜間の決まった時間帯に痛みが出たり悪化するようなことがあるか、またそのきっ

かけがあるのかどうかも伝えましょう。 

 痛みがどの程度日常生活の支障になっているか説明する。仕事や家事が困難にな

る、家族や友人に会えない、外出して楽しい時間を過ごすこともできない、など支障の

程度を伝えます。 



海外癌医療情報リファレンス 

27 

 

 あらゆる服用薬のリストを作る。疼痛薬を服用している場合、種類にかかわらずすべて

の服用薬を書き出し、それらがどのくらい効果があるのかを確認します。 

 疼痛薬の副作用があれば伝える。例えば下痢や便秘など便通の変化、ふらついたりぼ

んやりした感じがあるかどうか、などです。このような症状の多くには改善の手だてがあり

ます。 

 痛みの記録をとっておく。自分の痛みについてメモを残しておくと、変化の経過がわかり

やすくなります。また記録を見れば、服用した疼痛薬や受けた治療に対するあなたの反

応もわかり、治療に役立ちます。 

 

医師に処方された疼痛緩和の医療費が、医療保険の適用範囲内かどうか確かめておきましょう。 

 

「痛みの日記 」をつける 

次の「痛みの日記」と痛みスケール（尺度）を使って、痛みの記録をつけておきましょう。（本誌に直接

記入する前にコピーを取って利用することをお勧めします。） 
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神経系の変化（神経障害） 

がん治療が原因で神経が損傷を受けることがあります。これはニューロパシーと呼ばれる神経機能障

害で、糖尿病、腎機能障害、アルコール依存症、栄養障害などによって悪化する場合もあります。

大半の人が最初に気づくのは手足に現れる症状で、たいていは指先やつま先から始まります。指先

やつま先のチクチク感や痛みが、次第に手や足のほうへ移動することもあります。 
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一般的な症状としては、チクチク感、焼けるような感じ、脱力感、しびれや、突然の痛み、鋭い痛み、

刺すような痛み、電気ショックのような痛みを手足に感じるといいます。触知覚消失、平衡感覚障害

や歩行困難のほか、動作がおぼつかない、指先でものをつまんだりボタンをかけたりしづらい、難聴、

顎の痛み、便秘、また熱さや冷たさへの過敏反応や、逆に感覚鈍麻などが起こります。 

症状は化学療法開始後や治療後に現れはじめます。症状が出たらすぐに医療チームに伝えましょう。

症状は徐々に回復していきますが、改善には 1年あるいはそれ以上かかるかもしれません。 

対処法を見つける 

 投薬、塗り薬、痛み止め効果のある貼り薬などにより治療を行います。 

 そのほかの方法として鍼治療、理学療法、運動療法などもあります。 

神経障害にうまく対応するには 

 刃物の扱いに十分注意する。ナイフやはさみなどの、とがったものは細心の注意を払っ

て扱うようにする。 

 転倒を避ける。手すりにしっかりつかまり、ゆっくり歩く。バスタブやシャワールームには滑り

止めつきのバスマットを敷きます。つまずき防止のために不要な敷物やコード類は外しま

しょう。歩行時は、杖などの補助具を使って体を安定させましょう。 

 テニスシューズやゴム底の靴を履く。温度計や手袋で火傷から手を守る。湯温を確かめ

る時に火傷を予防するための工夫をしましょう。また、できれば給湯器などの温度設定

を下げておきましょう。 

 ゆっくり休む時間を取る 

 

リンパ浮腫やむくみ  

リンパ浮腫は、リンパ液の滞留によって体の一部がむくむことで、腕、脚、顔、首によく起こります。がん

そのものや、がん治療が原因で起こることがあり、リンパ浮腫にはさまざまな種類があります。手術直

後に起こるものは軽度で長く続くことはありませんが、がん治療終了後、数カ月から数年経ってから起
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こるむくみは強い痛みを伴うことがあります。このタイプのリンパ浮腫は、虫刺され、軽い怪我、火傷な

どの後に起こる場合もあります。 

次のような病歴がある人はリンパ浮腫のリスクがあります。 

 乳がん：放射線治療、腋下リンパ節切除、あるいはリンパ節切除後に腋下放射線治療

を受けたことがある。 

 四肢のメラノーマ：リンパ節切除と放射線治療の両方、あるいはそのどちらかを受けたこと

がある。 

 前立腺がん：手術あるいは全骨盤の放射線治療を受けたことがある。 

 男性／女性生殖器のがん：リンパ節切除手術あるいは放射線治療を受けたことがある。 

 その他、下腹部に広がったがん：成長する腫瘍に圧迫されて、排液が妨げられる。 

対処法を見つける 

リンパ浮腫の予防や緩和の方法については、次のような点を参考に医師や看護師に相談すれば解

決策が見つかるかもしれません。 

 スキンケア：肌を清潔に保つことが大切です。また、必ず化粧水で保湿しましょう。 

 運動：リンパ液の排液を促す運動があります。逆に、してはいけない運動もありますので

専門家の指導を仰ぎましょう。 

 症状緩和のためにできること：医師は以下のようなことを勧めてくれます。 

・ 腕や脚を胸より上の位置に挙上して、しばらくじっとする 

・ 滞ったリンパ液を流すための特殊なマッサージ 

・ リンパ液の排液を促す特殊な弾力性のあるスリーブ(脚／腕用ストッキング)や服を着

用する 

・ 減量 

・ 気持ちの支えとなるものを見つける 

・ リンパ浮腫がある部位への注射や採血などの処置を避ける 

リンパ浮腫の予防と緩和  

がんサバイバーのなかには、リンパ浮腫の予防と改善に関して次のようなことが役に立ったという人も
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います。 

 むくみや感染（発赤、痛み、ほてり、熱）の徴候に注意する。 腕や脚に痛みやむくみが

ある場合は医師や看護師に伝えましょう。 

 腕や脚の切り傷、虫刺され、日焼けを避ける。患部への注射や採血も避けてください。 

 バランスのよい、高タンパク低塩食をこころがける。 

 経過観察のための定期診察を受け続ける。 

 腕や脚の部分がゆったりした服を身に着ける。 

 患部を保護する。例えば風呂の湯温や料理などでの温度確認には、患部のある腕や

脚を使わないようにします。浮腫やむくみのある時は、熱さや冷たさを感じにくくなってい

るためです。 

 

口内や歯の問題  

がん治療を受けていた人では、口内や歯に問題を抱えていたり、症状が悪化したりすることがよくあり

ます。治療後に治るものもあれば、長期間続くものや、あるいは永続するものもあります。また治療が

終わって数カ月から数年経って表れるものもあります。 

頭頸部への放射線治療や手術によって、歯と歯肉をはじめ、柔らかく湿った口腔粘膜、唾液（つば）

の分泌腺、顎骨などに問題が起きることがあります。特定の化学療法を受けていた場合にも、同様

の問題が出ることがあります。以下はその具体例です。 

 口内の乾燥 

 虫歯などの歯のトラブル  

 味覚の喪失や変化  

 口内や歯肉の痛み  

 口内感染症  

 顎のこわばりや顎骨変化  

問題が起こるのはどのような人でしょうか？ 
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 頭頸部への放射線治療を受けた人のほとんど  

 骨髄移植を受けた人の大半 

 化学療法を受けた人の約 5人に 2人  

対処法を見つける 

がん治療の終了後も症状が続く場合は、考えられる原因について医師に尋ね、口内のトラブルの対

処法を教えてもらいましょう。 

がん治療後すぐに歯科医を受診するようにしてください。検診の頻度や、また口内と歯の手入れの仕

方についても尋ねておきましょう。 

口内や歯の問題の予防・緩和 

 口内の湿度を保つ 

・ 水をたくさん飲む 

・ 氷片を口に含む  

・ シュガーレスのガムを噛んだり、シュガーレスの飴玉をなめる 

・ 口内の湿潤を保つために代用唾液を使う 

 口内を清潔に保つ 

・ 毎食後および就寝前に、歯、歯肉、舌を超柔軟毛の歯ブラシで磨く。痛い場合

はブラシを温水で柔らかくする 

・ 歯ブラシの代用になる Toothettes®（トゥースエッテ）や Dentips®などの口腔洗浄

用のスポンジについて、歯科医に尋ねる 

・ （子供用歯磨き粉のように）刺激の少ないフッ素歯磨き粉、アルコールを含有しな

い洗口剤を使う 

・ 毎日、優しくデンタルフロスをかける。歯肉が出血したり傷ついている場合は、出血

や痛みのある部分を避け、ほかの歯にフロスをかける 

・ 温水 1 カップに重曹小さじ 1/4 杯、塩小さじ 1/8 杯を溶かしたもので一日に何

度も口をすすぐ。その後、水だけで口をすすぐ 

・ 入れ歯の人は毎食後に義歯をブラシで磨いて洗い、よくすすぐ。定期的に歯科医

を受診して、サイズがきちんと合っているか確認する 
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 口内に痛みがある場合は、以下のものを避けましょう 

 ポテトチップスのように尖ってカリカリした、口内を擦ったり傷つける食物 

 熱い食物、香辛料の入った食物、酸を多く含む柑橘類の果物やジュースなど、口

内を刺激する食物 

 飴玉や炭酸飲料など、虫歯の原因になる糖分の多い食物 

 ようじ（口内を傷つけることがある） 

 タバコ製品全般  

 アルコール飲料全般 

 

体重および食習慣の変化  

ある種の化学療法や投薬治療を受けたことがあるがんサバイバーは、体重増加に悩まされることがあ

ります。治療が終わっても増加したまま戻らないこともあります。特定の化学療法を受けた乳がんサバ

イバーの場合は体重の増え方に特徴があり、筋肉が落ちて脂肪組織が増えるのです。 

残念ながらこのようなケースでは、通常の方法ではなかなか体重を落とすことができません。健康的な

食事をとるなど、自分でできることをするように心がけ、辛抱強くがんばりましょう。変化した体に気持

ちをとらわれるよりも、治療は終わり、あなたはこれから時間をかけて強い体を取り戻そうとしているの

だということのほうに意識をおいていただきたいと思います。 

逆の問題を抱えているがんサバイバーもいます。食欲が湧かず、体重が減少してしまうのです。時とし

て男性のがんサバイバーにとっては、体重や筋肉の減少は体重増加よりも深刻な悩みとなりがちです。

「自分は弱く、男らしさに乏しい」と感じてしまいがちだからです。 

適切な体重管理  

体重に関しては、医師や看護師に以下のことを尋ねてみましょう。 

 筋肉が落ちた、または脂肪組織が増えた場合の筋力増強運動を指導してほしい。 

 体重が増えにくい健康的な食習慣に改善するために、食事療法士や栄養士・管理栄

養士に相談したい。 
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食欲を取り戻すために  

食欲の改善に効果があったとされる方法を以下に紹介します。 

 軽い食事から始める。1 日 3回の普通の食事よりも、１日 5 回の少量ずつの食事のほ

うが食べやすくなります。 

 好きなものだけを食べる。なかなか食欲が湧かない場合も、治療前の好物なら食欲が

戻るかもしれません。新鮮な果物やジュース、または風味を増す調味料を加えてみまし

ょう。 

 活動的でいること。食事前に散歩すると、お腹が空きやすくなります。 

 

嚥下障害  

放射線治療や化学療法を受けた場合、嚥下障害のために食事を取りづらくなることがあります。頭

部、頸部、乳房、胸部などに放射線治療を受けた場合、あるいは喉頭におよぶ手術歴がある場合

も同じ問題に悩まされることがあります。 

対処法を見つける 

 柔らかく薄味の食物をソースやたれに浸して食べましょう。プリン、アイスクリーム、スープ、

アップルソース、バナナやそのほかの柔らかい果物は栄養があり、飲み下しやすいものです 

 固形食の場合は、フードプロセッサーなどで細かくします。 

 医師、看護師、栄養士、さらに場合によっては医療言語聴覚士を含めた医療チームに

助言を求めましょう。 

 食事中は、頭を前後に傾けるなど、動かしながら食べます。 

 数分おきに一口水を飲むと、食べ物を飲み込んだり、話したりしやすくなります。いつでも

すぐに飲めるように、水の入ったボトルを持ち歩きましょう。 

排尿や排便の障害  
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がん治療後に直面する問題のなかで最も困るものの一つが、排尿や排便の障害です。人前に出る

ことを恥じらったり、不安に感じる人も多いようです。「職場復帰がいちばんつらかった」というのは、ある

前立腺がんサバイバーの言葉です。 

このような排泄障害は、膀胱、前立腺、結腸、直腸、卵巣、その他のがんに対する治療後に起こり

ます。受けた手術が原因で排尿や排便の調節がまったくできなくなった人もいるでしょうし、ある程度

の調節はできるけれども、急にトイレに駆け込まなければならないことが増えたという人もいるでしょう。

一方で、服用している疼痛薬が便秘を引き起こしたという場合には逆の問題が起こります。 

対処法を見つける 

排尿習慣や便通に関して何か変化があった場合は、必ず医師に相談することです。医師や看護師

には次のようなことを尋ねましょう。 

 便秘の問題  

 ケーゲル体操（筋力低下による第 5章内・「性生活の変化」の節を参照） 

 効果が期待できる薬剤  

 オストミー（人工肛門・人工膀胱）とうまくつきあうためのサポートについて。オストミーを保

有する人がこれからの生活を快適に送っていけるように支援するサポートグループやサービ

スがあります（第 3章内・「検討すべきサービス」の節を参照） 

 

更年期症状  

化学療法後に定期的な月経がなくなったり、そのまま閉経してしまう女性もいます。一部のがん治療

（加えてタモキシフェンおよびラロキシフェン治療）は女性の体に変化をもたらし、ある種のホルモン分泌

量を減少させます。こうした変化が原因で月経が停止し、いろいろな更年期症状が現れるのです。 

時間の経過とともにいったん止まった月経が再開する女性（若い女性に多い）もいますが、そのまま閉

経する女性もいます。早期閉経は、その可能性について事前に医師から説明を受けていたとしても、

若くして生殖能力を失うことは、本人にとっては大変悲しく、つらいものです。 

一般的に、更年期症状には次のようなものがあります。 
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 月経不順：最初に現れる徴候の一つが月経周期の変化です。周期はだんだんと不順に

なり、人によっては月経量が減少したり、一時的に多量出血する女性もいますし、突然

閉経する場合もあり、非常に個人差があります。 

 のぼせ：のぼせは夜間に症状がひどくなることが多く、睡眠の妨げとなったり、情緒不安定

の原因になったりします。 

 膣や膀胱の問題：こうした部位の組織は乾燥し、薄くなるため、膣感染症にかかりやすく

なります。加齢に従って、尿を膀胱に溜めておくことが困難になったり、尿路感染症を起こ

したりします。 

 性的興味の減退：こうした身体の変化により性欲が低下・減退します。 

 倦怠感および睡眠障害：だるい、寝つけない、早起きできない、あるいは夜中に目が覚

めると再び眠れなくなるといった睡眠障害が起こることがあります。 

 記憶力の問題のほか、抑うつ、急激な気分変動、神経過敏などの問題：このうち、特に

記憶力に関する問題は加齢と関係している場合があります。ホルモンレベルの変化と感

情変化に因果関係があると考えられているためです。 

 その他の身体的変化：ウエストが太くなり、筋肉が落ち、体全体に脂肪が増えた、あるい

は皮膚が薄くなり弾力がなくなったと感じることがあるかもしれません。 

これらの変化によって月経が停止していても、避妊がまだ必要かどうか、医師に相談しましょ

う。 

 

対処法を見つける  

婦人科医の診察は毎年受け、次のようなことを確認しておきましょう。 

 更年期症状用の薬剤やサプリメント、その他の方法についての情報収集。 

 必要な検査について（骨粗鬆症リスクを調べるための骨密度検査など）。 

 以下の疾患リスクを下げる方法について。 

 骨粗鬆症：閉経は骨組織が失われるリスクを高めるため、骨がもろくなり、骨折しや

すくなります。対処策を知っておきましょう。 

 心臓病：閉経によりコレステロール値が上がり、心臓や血管の疾患リスクを高めること

になりますので注意が必要です。 
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のぼせの緩和  

のぼせに対して効果があったといわれている方法を以下に紹介します。 

 禁煙  

 十分な量の水を飲む 

 運動や食事により健康的な体重を維持する：体重負荷運動と筋力強化運動の両方

を、ほぼ毎日行なう。適切で節度のある食生活を送る。バランスのとれた食事を心がけ

ることで、健康を保つために必要な栄養とカロリーの大部分を摂取することができます。 

 のぼせがある場合：症状が起こるのはいつか、原因と思われるのは何かなどを書き留め

ておくと注意事項がわかりやすくなります。その他、以下のような方法も効果が期待でき

ます。 

 のぼせで目が覚めることがないように、涼しい部屋で眠る。 

 暑くなったら衣類の着脱で温度調節できるように重ね着をする。 

 綿のシーツを使い、肌が”呼吸”できる服を着る。 

 のぼせが現れたら、冷たい飲み物を飲み、扇風機をつける。 

 香辛料の入った食物を食べすぎない。 

 アルコールとカフェインの摂取量を制限する。 

 

第 5 章 性生活とパートナーとの関係の変化 

性生活の変化 

パートナーと話し合う 

デート 

治療後に起こる体の変化には、一時的なものも、ずっと続くものもあります。いずれにしても外見の変

化は本人にとって治療後の深刻な問題となります。たとえば、大腸がんや直腸がんの手術後、人工

肛門を造設した人たちは外出に不安を抱きやすくなります。人工肛門の保有者であることを恥ずか

しいと思い、周りの人から正しい理解を得られないのではないかと恐れるからです。また、社会生活に

おいて「アクシデント」が起こるのではないかと、不安になりがちです。 
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傷跡、皮膚の変化、手足の喪失、体重の変化など、治療によって生じた変化を他人に知られたくな

いと思う人もいることでしょう。たとえ治療の影響が外見には現れなくても、身体的な変化に悩みは持

つかもしれません。それに対して、怒りや嘆きを感じるのは自然なことです。自分の体に自信が持てな

くなると、セックスに対しても意欲的でなくなります。性生活が遠のいたり、億劫になったりすることで、

ますます自分に対して自信を失うことになります。 

現実には、あなたの愛する人たちにとっても、あなたの身体の外見の変化を受け容れることは容易で

はないかもしれません。あなた自身もそのことで悩むこともあるでしょう。あなたに子どもや孫がいたなら、

自身の見た目の変化が、彼らの目にどう映るか不安になるのではないでしょうか。あなたの体の変化

を知ったら子どもたちがショックを受け、心を閉ざしてしまわないかと心配にもなるはずです。 

 

対処法を見つける 

体の変化を受容する方法 

 失われたものを嘆き、悲しむことは自然なことです。あなたの身に現実に起こったことなのに、当事

者であるあなたが悲しんではいけない理由などありません。 

 がんと闘ってきた経験によって、あなたは病気になる前よりもずっと強く、賢くなっており、現実に対

処する力もついていることを忘れないでください。 

 もし、あなたの皮膚が放射線治療の影響で変化してしまったら、医師にスキンケアの方法を尋ね

てみましょう。 

 あなたの外見的魅力を引き立たせる方法を探してみましょう。新しいヘアスタイルやヘアカラー、メ

イクの方法や洋服の選び方などでずいぶんと気持ちも明るくなるはずです。 

 もしあなたが人工乳房を装着するなら、それが体に合っているかどうか、よく確かめましょう。こうした

方法は、あなたの加入している医療保険によっては適用対象となることがあります。 

 がんを克服したあなたの価値に気づいてください。あなたの見た目がどんなに変わっても、あなたの

人生に何が起ころうとも、あなた自身が素晴らしい存在であることに変わりはないのです。 

 

性生活の変化 
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がんの治療後には、多くの癌サバイバーが経験しているように、あなたの性生活も変化するかもしれま

せん。性生活の変化が一時的なものか長期に及ぶかは、がんの種類によります。たとえば、長期にわ

たる乳がんや生殖器のがん治療を経験した女性の約半数、そして前立腺がん治療を受けた男性の

半数以上に、性生活に関する長期的な問題が生じています。多くのがんサバイバーたちが、性生活

の変化に関しては心の準備ができていなかったと語っています。 

がん治療後の性に関する問題の多くは、手術、化学療法、放射線治療、ある種の薬物治療で引

き起こされる身体的変化によるものです。また、不安や抑うつ、なぜ自分ががんになったのかという自

責の念、術後の身体的変化に対するネガティブなイメージや、あなたとパートナーとの関係に生じた

変化によるストレスなど、精神的・心理的な要因から性に関する問題が表面化することがあります。

大切なことは、現在起こっているセックスの問題は、あなたの以前の性生活とは関係がないということ

を理解することです。 

では、具体的にどのような問題が起こるのでしょうか？多くのサバイバーたちから寄せられた事例を紹

介してみましょう。 

 治療後のパートナーとの関係の変化。治療後の体に対する自己イメージに悩まされる人も少な

くありません。服を脱いで体を見られると思うだけでストレスを感じるかもしれませんし、セック

スが苦痛やトラブルを伴うのではないか、もう自分には魅力がなくなったのではないかと不安

にさいなまれることもあるでしょう。実際、性交痛や、セックスに対する興味の減退、抑うつが

表れることもありますし、がん治療薬そのものが性欲に影響を与えることがあると理解してお

きましょう。 

 以前のようにセックスをすることができないのではないか。がん治療によっては性器に変化が起こ

り、性生活が変化することもあります。 

o 男性の場合、前立腺がん、陰茎がん、睾丸がんの治療後に ED（勃起不全：勃起し

ないか、または持続できない）が生じることがあります。治療によっては、男性のオー

ガズムが弱くなったり、味気なくなったりする場合もあります。 

o 女性の場合、がん治療後にセックスに支障を生じたり、性器の感覚が鈍くなるかなくな

る、あるいは性交痛を感じる場合もあります。こうした問題はがんの治療によって生

じることもありますが、はっきりとした原因がわからないこともあるのです。 
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 更年期症状。月経停止または閉経によって、ほてり、膣内の潤いや伸縮性の低下のほか、さ

まざまな問題が生じることで性欲に影響を及ぼします。 

 生殖能力の喪失。治療によっては、不妊症になったり、生殖能力を失うがんサバイバーもいま

す。しかし、治療のタイプや年齢、治療を受けた時期によっては子どもを持つことができる

かもしれません。 

 

対処法を見つける 

「ED（勃起不全）になるかもしれないことはわかっていました。でも、セックス自体にまったく興味を失う

など考えもしなかったので、妻との関係はぎくしゃくしてしまいました」―ミッチ 

こうしたプライベートかつ深刻な問題への対処方法を見つけるために、医師や専門家は力を貸してく

れるはずです。しかし、医師から特別な指示がない限りは、こうした相談は自分から切り出す必要が

あることも憶えておきましょう。もしも話しにくいと思ったら、受診時にこの小冊子を持参し、相談してみ

てください。 

性生活の問題は、セックス自体の対処策だけでは解決できない場合が多いものです。なるべく適切

な支援を得るために、性生活上の変化や支障については、どのようなことでも医師に相談することが

大切です。セックスの問題は、以下のような医学的な問題に原因がある場合もあり、その正しい把

握のためにも正確な情報は必要だからです。 

 勃起障害：薬、補助器具、カウンセリング、手術、その他の方法により効果がある場合があり

ます。 

 膣の潤いの減少：膣の潤いの低下や伸縮性の低下は、閉経によっても起こります。こうした問

題には、性交時に水性潤滑剤を使用する、性交前の膣拡張器を使用する、またはホルモン剤の

服用やホルモンクリームの使用という選択肢もあります。適切な対処策については医師に尋ねてみま

しょう。 

 性器周辺の筋肉の衰え：ケーゲル運動（排尿を途中で止めて骨盤底筋を鍛えるトレーニング）

は、性器周辺の筋力強化に役立ちます。排尿時以外でもトレーニングは可能です。座っている時

でも、立っている時でも、日常生活の合間に同じ要領で筋肉の収縮と弛緩を繰り返すだけでトレー

ニングになります。 
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その他、医師に相談したらよいと思われること： 

 妊娠・出産に対する心配：家族計画に関する不安は医師と話し合っておいてください。女性は、

無月経でも避妊の必要があるかを医師に確認しておきましょう。 

 カウンセラーや心理士への相談：あなたの性生活上の問題は、変化へのストレスやネガティブな

自己イメージなど、メンタルな要因によるものと感じるかもしれません。がん治療によってパートナーと

の性生活が変化し、緊張関係が生じたという人もいます。その場合は、カウンセラーや心理士に相

談できるかどうか、看護師やソーシャルワーカーに聞いてみましょう。こうしたカウンセリングは、あなた

一人で、あるいはパートナーと一緒に、誰かと話し合うことで状況の改善につながることもあります。 

 セックスセラピストに相談すること：セックスセラピストは、セクシャルな悩みやトラブルを相談できる

専門家です。あなたが抱えている性生活上の問題を率直に話せるように促し、気がかりの要因を調

べて、あなたがたの問題の解決方法を一緒に考えてくれます。 

 

パートナーと話し合う 

長い時間をともに過ごしてきた二人でも、治療後もよい関係を保つには最初に大変な努力を要する

こともあります。かたい絆で結ばれた関係は、人工肛門などの造瘻（ぞうろう）や、手術による傷あとな

どの身体的変化が原因で終わったりすることは滅多にないと知っておくと、気持ちも落ち着くはずです。

がんサバイバーとそうでない人との間には、離婚率の差はほとんどありません。 

パートナーには、あなたが性生活についてどう考えているのか、何をどう変えたいのか話してみてくださ

い。あなたが抱えている心配、あなたの望む性生活のありかた、あなたの気持ち、どうすれば心地良く

なるのかなど話し合ってみるとよいでしょう。 

率直に話すことは、相手に対する不満が膨らむのを防ぎ、前向きな気持ちでいられますし、何よりパ

ートナーがあなたの気持ちをより深く理解できるようになります。どのように話を切り出したらよいか、例

をあげてみましょう。 

「この話をするのはつらいのだけど、私たち、セックスについて話し合った方がよいと思うの。最近あまり

セックスしていないでしょう。私の傷のせいだと思うんだけど。私はあなたと触れ合いたいの。あなたがど

う思っているかを知りたいわ」 
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そのうえで、あなたのパートナーの意見を聞くときは素直に受け入れるようにしましょう。 

 会話中は、次に何と答えようか自分の言い分を考えるのではなく、パートナーの話の内容に集中しま

しょう。 

 自分の言葉で、もう一度相手の言ったことを繰り返してみましょう。 

 相手の心配事をよりよく理解するために、質問をしましょう。 

 「なぜ、君がそう考えるかわかったよ」「今までそんなふうに考えたことはなかったわ」などの相づちを入

れ、パートナーの考えがあなたとって重要だということを相手に伝えましょう。 

治療後もパートナーと親密でいるために 

 あなたの体に自信を持ってください。大変な治療を乗り越えたのですから。 

 あなたがさらに魅力的で自信が持てるようになることをまず考えてください。 

 前向きな気持ちを持ちましょう。自分の気持ちに素直になりましょう。きっと性生活に影響してくる

はずです。 

 おたがいに触れ合いましょう。以前と同じようなセックスはできなくても、キスし、抱き合い、愛撫する

ことはできます。 

 変化を恐れない。パートナーと愛情を確かめ合う新しい方法を見つけられるかもしれません。 

 

デート 

あなたが独身の場合、身体的変化やそれに伴う不安感は、デートに対する考え方に影響を与える

かもしれません。自分自身の体の変化を受け入れようとして苦しんでいる時に、さらに他人があなたの

体の変化（傷や人工肛門など）にどんな反応を示すのか、不安に思うときもあるでしょう。そうした気ま

ずさから性的な問題や不妊の話題を回避し、相手と親密になりにくくなってしまうかもしれません。 

自分のがんや、それによる身体的変化を、新しい相手に、いつ、どのように伝えるか悩むこともあるの

ではないでしょうか。相手に拒絶されるのではないかと恐れて、やりたいことや、希望していた社会生

活を控えてしまう人もいます。こうしてデートはしないと決めた人たちは、家族や友人からもっと社交的



海外癌医療情報リファレンス 

43 

 

になるようプレッシャーをかけられるかもしれません。社会生活にスムーズに復帰するため、以下のアド

バイスを参考にしてみてください。 

 習い事やクラブ活動など、あなたが楽しめるものに集中しましょう。 

 デートをしない、人に会わない理由をがんのせいにしないようにしましょう。 

 確かな信頼や愛情が芽生えるまで、新しいデート相手にはがんの話をしないほうがいいでしょう。

どのように話すべきか悩んでいるなら、予めきちんと伝えるシミュレーションをしておきます。相

手がどんな反応を示すかを考え、それに対する答えを準備しておくとよいでしょう。 

 デートは、あなたが再び「社会生活を楽しめるようになる」というゴールに到達するための実地

訓練だと考えてみてください。ですから、必ずしもすべてののデートに成功する必要はありませ

ん。もしうまくいかなくても、それはあなただけのせいではないはずです。これは、がんのあるなし

には関係ありません。がんになる前でも、すべてのデートが必ずうまくいったわけではないことを

憶えておいてください。 

 

第 6 章 あなたの気持ち 

健康への不安 

ストレスを感じる 

抑うつと不安への対応 

怒りの感情 

孤独感 

サポートグループへの参加 

がん治療後の意義を見つける 

 

「再発するかもしれないという不安はいつも心の片隅にあります」 

- エミリー  

がんの治療が身体の健康に影響を及ぼしているように、ものの感じ方や考え方、何か好きなことをす

るときのやり方にも変化をもたらしているかもしれません。治療後は、さまざま局面で、今までとは違う
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感情がわいてくるのは自然なことです。治療後には身体のケアが必要なように、こころのケアも必要な

のです。 

がんの経験は一人一人違います。あなたの気持ち、感情、不安はあなただけのものです。がんについ

てどう考え、どう向き合うかを決めるのは、あなたがこれまで成長する過程で身につけ、培ってきた価

値観です。気持ちを強く持って、家族や友人を守らなければならないと思う人もいます。大切な人や

ほかのがんサバイバーに助けを求める人も、信仰を支えとする人もいます。カウンセラーや家族以外の

人に相談する人も、そうでない人もいるでしょう。 

どのような決断をしようとも、大切なのは、自分の心が正しいと感じることをすること、ほかの人と比べ

ないことです。 

健康への不安 

がんの再発に不安を抱くのは自然なことです。特に、治療後の最初の 1年はなおさらです。これは、

がん治療を終えた人の誰しもが感じる不安です。中には、不安な気持ちが強すぎてその後の生活を

楽しめない、よく眠れない、食欲がない、定期検診に行くこともできないという人がいます。ある女性

サバイバーは、「もし再発したら、どうしたらいいのかわからない。最初の発病のときだって乗り越えられ

るなんて思わなかったのに」と語っています。一方で、もっとポジティブにとらえる人もいます。別のサバイ

バーは、「がんは私の人生のほんの一部です。いつも希望は持ち続けています」と言います。このよう

に、がんの受け止め方には個人差があるのです。 

多くのサバイバーは、時間の経過とともにがんについて考える頻度や時間は減ると語ります。しかし、

治療から何年も経った後でも、定期検診や、過去に経験したのと同じような症状、家族の病気、告

知を受けて何年目かの節目の日、などが引き金になって不安が戻ってくることがあります。 

再発の怖れに向き合うために 

 情報を集める。自分のがんについて勉強する、健康のために実践できることを知る、利用で

きるサービスを見つけるなどにより、病気をコントロールできている感覚を高められます。自分

の病気と治療についてよく知っている人のほうが、治療計画をよく理解し、がんからの回復が

早いことがいくつかの研究からわかっています。 
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 不安、怒り、悲しみの感情を表に出す。怒りや悲しみなどの強い感情を表に出したほうが、

そうした感情から解放されやすいことがわかっています。家族や友人、ほかのがんサバイバー、

カウンセラーなどに話すことで気持ちが落ち着く人もいます。他人にがんのことを話したくない

場合でも、自分の感情について考えたり書き留めることで気持ちを静めることができます。 

 物事のプラス面を探す。つまり、悪い状況にあってもよい点を探す、最悪のことを考えずに希

望を持ちつづけることができる前向きな姿勢を示します。できるだけ健康維持のためにエネル

ギーを注ぐようにします。 

 がんになった自分を責めない。自分が何かをしたから、あるいは何かをしなかったからがんにな

ったのだと考える人がいますが、それは間違いです。がんは、誰でもかかる可能性のある病気

なのだと理解してください。 

 いつも元気にふるまう必要はない。ある女性サバイバーが言うように、「どうにも気分がすぐれ

ないときは、『今日はがんの風向きが悪いから』と家族に言って 2階に上がり、布団にもぐり込

んでしまう」ことがあってもよいのです。多くのサバイバーも、時には感情のままに振る舞う日が

あってもよいと言っています。 

 リラックスできる方法を見つける。第 9章内：「リラックス法」の節で紹介しているエクササイズ

が効果的な場合もありますので、不安を感じたときの助けにしてみてください。 

 できるだけ活動的に過ごす。家にこもりすぎず、外で活動すると、がんにまつわる不安がまぎ

れることもあります。 

 コントロールできるものに注目する。自分の生活を見直し、秩序のある暮らし方を立て直すこ

とが有効な場合もあります。健康管理に真剣に取り組む、人と会う約束をする、生活スタイ

ルを変える、日々のスケジュールを立てて実行するなどはどれも自分でコントロールできる範

囲のことです。あらゆることをコントロールすることはできなくても、不安なことばかり考えすぎな

いようにすることは可能なはずです。 

ストレスを感じる 

告知を受けた時点では、家庭や仕事、経済的な問題などさまざまな心配ごとを一時的に棚上げに

したかもしれません。しかし治療を終えた今、そうした諸問題が再浮上してくる場合があります。 
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がんサバイバーの多くは、ストレスが病気の引き金になったのではないかと気にかけています。でも、多

くのがんは、いまだ正確に原因が解明されてはいないことを心に留めておいてください。ストレスががん

を引き起こすことを証明した研究結果はありませんが、ストレスがほかのさまざまな健康問題を引き

起こすことはわかっています。生活のなかでストレスを軽減またはコントロールできる方法を見つけると、

気持ちを静め、楽にできるかもしれませんし、リラクゼーションのために時間を充てることで気持ちが楽

になることもあります。 

ストレスを和らげる 

次に、多くのサバイバーたちが「治療後の不安解消に役立った」という活動を紹介します。参加を希

望する場合には、主治医、看護師、ソーシャルワーカー、地域のがん関連団体などに相談してみま

しょう。 

 エクササイズ：エクササイズは、がん患者かどうかに関わらず、ストレスを軽減し、緊張をほぐすため

の方法としてよく知られています。「多少落ち込んで、うつ状態かと思えるときでも、新鮮な空気

のなかを 30～40分も散歩すると、そのうちまた頑張って戦えそうな気がしてくる」という男性もい

ます。歩行ができない場合には、いすを使った運動やストレッチなども効果があります。エクササ

イズの計画を立てるには主治医に相談し、やり過ぎないように注意してください。 

 心身相関療法：瞑想やリラクゼーションなどは、気持ちを静め、ストレスを軽減するのに役立ち

ます。呼吸に意識を集中したり、言葉や語句を心のなかで繰り返するほか、催眠、ヨガ、イメー

ジトレーニングなどの方法もあります。 

 創造的な表現活動をする：芸術や音楽、ダンスなどでは、自分の内面をさまざまな形で表出さ

せることができます。ダンスや絵の経験がまったくないという人でも、こういった活動は大いに楽しめ、

役に立つことでしょう。 

 個人の経験を共有する：がんと共に生きる経験（サバイバーシップ）について、互いの思いを話し

あえる場があるとよいでしょう。自分の心配を吐露したり、問題を解決したり、自分自身の経験

に意義を見出せる助けになるはずです。サポートグループの情報については第 6章内：「サポー

トグループへの参加」の節を参照してください。 

ユーモアと笑いを見つける 

「がんは命に関わる病気だけど、何も怒りながら死ぬことはないさ。だからしょっちゅうジョークのネタにして

http://www.cancer.gov/cancertopics/life-after-treatment/page6#support
http://www.cancer.gov/cancertopics/life-after-treatment/page6#support
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いた。それで気がまぎれたね」 － アリ 

 

笑いは緊張を和らげるのに役立ちます。声を上げて笑うと、脳内からは快さを感じ筋肉を弛緩させる

化学物質が分泌されますし、笑顔を浮かべるだけでも、重苦しいストレスに満ちた思考を拭い去るこ

とができます。もちろん、いつも愉快な気分ではいられないかもしれませんが、次のようなアイデアもヒン

トにして、日常の場面に「笑い」があるようにしてみてください。 

 周りの人に、絵葉書やグリーティングカードを送る機会があれば、笑いを誘うものを送るように頼

む。 

 子どもやペットの面白い行動に目を向けるようにする。 

 笑える映画やテレビ番組を視る。 

 コメディのテープや CD を聴く。 

 思わず笑ってしまう卓上カレンダーを置く。 

 本やインターネットのウェブサイトでジョークのコンテンツを拾い読みする。 

コンピュータを持っていない場合は、地域の図書館や公共利用ができるコンピュータを利用して

もいいかもしれません。 

ある女性の話ですが、自分自身を笑いの種にすることもできます。「この夏、友人の家に手伝いに行

ったのですが、とても暑かったのでかつらを外していました。ところが、さあ帰ろうというときになってかつら

が見つかりません。さんざん探しまわったところ、なんとその家の犬が口にくわえていたのです。とにかく頭

にさっと被って家に帰ったら、夫に『何があったんだ？』と言われました。言うまでもなく、斬新なスタイル

に変貌したかつらが元の姿に戻ることはありませんでした」 

 

抑うつと不安への対応 

がんの治療終了後もなお、怒りや緊張、悲しみの感情が残っているかもしれません。多くの場合、こ

うした感情は時間の経過とともに消えるか、薄らいでいきますが、なかにはつらい感情が強まっていく

人もいます。感情面での苦痛がいつまでも軽快せず、日常生活に支障が出るようなら、もしかしたら
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それは、医学的には「抑うつ状態」と呼ぶ状態かもしれません。がん治療が脳のはたらきに影響を与

え、問題を悪化させている可能性もあります。 

対処法を見つける 

そのような状態にあると思われる場合には、まずは主治医に相談しましょう。主治医が抑うつ状態と

判断した場合は、精神的な緊張を和らげる薬を処方するなど、抑うつ状態の治療を始めるか、ある

いはほかの専門家に紹介してくれるかもしれません。多くのがんサバイバーは、抑うつ状態や、がんから

の回復支援を専門とする療法士からのサポートを受けています。 

自分の状態を適切に説明するのが困難な場合は、この小冊子を持参して主治医に見せてください。

あなたのいまの状態を説明する助けになるはずです。自分でメンタルな苦しさをコントロールしなけれ

ば、と考える必要はありません。必要に応じて周囲や専門家に助けを求めるのは、あなたの生活と健

康を守るために大切で自然なことなのです。 

抑うつ状態のセルフチェック 

次の症状のうちいずれか、またはいくつかの状態が 2週間以上続いている場合は、治療について

主治医に相談しましょう。特にいくつかの症状は、身体問題が原因となっている可能性があるた

め、自分からきちんと主治医に話すことが大切です。 

＜感情面のサイン＞  

 悩み、不安、悲しみの感情がいつまでも消えない。 

 感情が麻痺しているか、感情表出が鈍っている。 

 感情に押しつぶされそう、コントロール不能感、強い動揺が続く。 

 罪悪感を持ったり、自分に価値がないと感じる。 

 無力感、絶望感を感じる。 

 怒りっぽい、気分が変わりやすい。 

 集中力を保つのが難しい、注意散漫だと感じる。 

 長時間泣き続ける、毎日何回も泣く。 

 心配ごとや問題が頭を離れない。 
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 特定の考えを頭から追い出すのが難しい。 

 食事や、友人と過ごすひとときなど、日々のできごとを楽しめない。 

 何も問題はないと頭ではわかっているのに、あることや状況を避けようとする。 

 自傷行為や自殺を考える。 

＜身体的なサイン＞  

 病気や治療が原因ではない、予想外の体重増加または体重減少。 

 眠れない、悪夢を見る、長時間寝すぎるなどの睡眠障害。 

 動悸、口の渇き、発汗過多、胃のむかつき、下痢。 

 身体的な活力の低下。 

 慢性的な疲労感、頭痛やほかの部位の痛み。 

怒りの感情 

多くのがんサバイバーは、がんになったこと自体や、診断時や治療中の出来事について何らかの怒り

を感じています。医療提供者や、心ない友人・親類の対応に不快な思いをさせられた経験があるか

らかもしれません。 

予期しない事態に直面したとき、怒りを感じるのは正常な心理的反応です。そればかりか、怒りはと

きに何かの行動を起こす原動力にもなりえます。しかし、いつまでも怒りの感情を引きずっていては、

日々を健やかに過ごし、事態を前進させる妨げにもなりかねません。できることなら、自分がなぜ、何

に対して怒りを感じているのか、その原因を見つめ、怒りを鎮める方法を探しましょう。 

孤独感 

「毎日放射線治療に通っていたので、病院スタッフが自分の家族のように思えてきました。ですから、

治療が終わったときは、突然彼らと引き離されたようでした。心からの喪失感を感じました」 

- トム  
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治療後は、医療チームから受けていたサポートがなくなって寂しいと感じるかもしれません。まるで命

綱を取り外されたように感じたり、治療終了とともに医療スタッフからの関心が薄れ、サポートが減った

ように思うかもしれません。自分にとって大きな存在だった人と定期的に合えなくなった場合に、このよ

うに感じるのはごく自然なことです。 

がん治療後、周囲の人、家族や友人からすら疎外されているように感じるのもごくふつうの反応です。

家族や友人には、手を差し伸べたい気持ちはあっても、具体的にどうすればよいかわからないことが

多いのです。がんへの恐怖心や、がんを経験した自分の気持ちは、同じ経験者でなければ（たとえ家

族であっても）わからない、と感じてしまうこともあるでしょう。 

対処法を見つける 

自分の気持ちを楽にするためには何ができるでしょうか。これまで治療期間中に医療チームから受け

てきた精神的なサポートに代わって、次のようなサポートも役立つかどうか考えてみてください。 

 医師や看護師の誰かに、ときどき電話してもよいか尋ねる。彼らとまだ絆がつながっていると感じ

られることで、孤独感は和らぎます。電話してもよいのだ、と思うだけで救われることもあります。 

 電話やインターネットによる治療後の支援サービスを見つけておく。 

 新しいサポートを見つける。たとえば、家族や友人、ほかのがんサバイバー、聖職者など。 

 がんサポートグループに参加する。がんの経験者が集まって、気持ちや心配ごとなどを語り合い

ます。自分の患者体験を語るだけでなく、他のサバイバーの経験談から、自分が直面している

のと同じ問題にほかの人がどのように対処してきたかを聴くことができます。サポートグループは、

がんサバイバー本人だけでなく、その家族が、それぞれの心配事に対処する上でも助けになりま

す。 

サポートグループへの参加 

「自分でもわかるくらい気分が落ち込んでいきましたが、このグループに参加して、仲間ができました。

いっしょに泣いたり笑ったりしながら前に進んでいけます」- エリア  

サポートグループには多くのメリットがあります。家族や友人からの支えの有無に拠らず、自分と同じが

ん経験者たちと交流が持てること自体が、サポートグループに参加する意義の最たるものでしょう。サ
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ポートグループに参加すると生活の質（QOL）が向上し、治療後の生存率も上がることがいくつかの

研究からわかっています。 

サポートグループのメリット 

 自分の気持ちを話して困難を乗り越える機会を得る。 

 職場や学校など、現実生活上の問題に対処するための助けになる。 

 治療の副作用に対処する助けになる。 

サポートグループの種類と探す方法 

サポートグループには、がんの種別、参加者の性別、主催者の立場などによってさまざまな種別のも

のがあります。特定のがんのサバイバーを対象とするものもあれば、がんの種類を問わず参加できるも

の、女性または男性のみを対象としたもの、医療従事者主宰または、がんサバイバー主宰の場合な

ど実にさまざまです。自分に適したグループを選びましょう。 

サポートグループは、サバイバー本人のためだけでなく、サバイバーの子どもや家族にとっても助けにな

ります。このようなグループは、家族における役割の変化、関係の変化、経済的な懸念、患者をどの

ように支えるかなど、家族間の悩みに焦点を当てて運営されています。サバイバーと家族の両方を対

象とするグループもありますので、調べてみてください。 

サポートグループへの参加方法は、直接参加による対面方式だけでなく、オンラインでの参加も可能

です。インターネット上のサポートグループは、コンピュータが使えてネットワークに接続できる環境にあ

る人なら、遠方に住んでいたり、外出してミーティングに参加するのが困難な場合にもとても便利でし

ょう。これらインターネットサービスを提供しているグループには、がん関連団体から支援を受けていると

ころもあれば、専門家が監修を行っていないグループなどさまざまです。気楽なチャットグループなら、

昼夜を問わずいつでもサポートを受けられますが、このようなオンライングループは、気軽に参加でき、

感情面でのサポートを得られる価値は非常に大きい一方で、必ずしも医学的に正しい情報が提供

されるとは限りませんので、インターネットからがんの情報を得る場合には注意が必要です。インターネ

ットで入手した情報にもとづいて何らかの決定や判断をしようとしている場合には、事前に必ず主治

医に確認しましょう。 

サポートグループと自分の相性 
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サポートグループの支援は、万人に適しているとは限りません。ほかの人の抱えている問題について聞

くことが、かえって逆の効果を生む場合もありえます。それだけでなく、サポートグループに求めるものも、

時がたつにつれて変わるかもしれません。 

サポートグループに参加しようと思ったら、まずは問い合わせ先に次のような質問をしてみましょう。 

 グループの規模はどのくらいか。 

 参加者はどのような人か（サバイバー、家族、がんの種類、年齢層など）。 

 １回のミーティングの時間はどのくらいか。 

 ミーティングはどのくらいの頻度であるのか。 

 グループ結成・設立からどのくらい経っているか。 

 ミーティングの主宰・進行役は（医療関係者か、サバイバーか、など）。 

 ミーティングのスタイルはどのようなものか。 

 活動の主な目的について（気持ちの共有か、問題解決のためのアドバイスや提案か、など）。 

 ミーティングではただ座って聞いているだけでもよいか。 

同時に、グループに参加する前には、自分自身も次の点を整理しておきましょう。 

 個人的な問題を話すことに抵抗はないか 

 グループに対して、自分から提供できることはあるか 

 グループに参加することによって何を期待しているのか 

多種多様なサポートグループがあるなかで、たまたま不快な思いをすることがあったとしても、それがサ

ポートグループ全体への評価とはなりえませんし、すべてのサポートグループが自分に合わないとも限り

ません。もう少しほかのサバイバーと語らってみたいと思ったら、率直に相談してみましょう。多くの団体

では、がんの種類や年齢が近く、状況が似ているがんサバイバーを紹介してくれます。 

ACOR（Association of Cancer Online Resources オンラインがん情報協会）には、がんやそれ

に伴う不調を抱える人にサポートと情報を提供するメーリングリストがあります。ACORのメーリング

リストは、あらゆる種類のがんに関する臨床上やその他の問題、最新情報について、患者、患者

の家族や友人、研究者、医師らが自由に意見交換する参加費無料のグループです。くわしく

は、www.acor.org を参照してください。 

http://www.acor.org/
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がん治療後の意義を見つける 

「乳がん治療のあと、人生はすっかり変わってしまいました。何もかもが違って見えました。失ったものを

思うと悲しくなりましたが、新しい人生を贈られたようにも感じました」- リンダ  

がんサバイバーはしばしば、がんの経験がその後の人生に与える意味を知りたいと語ります。実際に

多くの人が、がんは人生を見直すきっかけになったといいます。精神的な豊かさとは、人生の意味とは、

いちばん大切なものは何か、を問い直す契機になるのかもしれません。 

こうした変化はとても前向きなものと言えます。多くのがんサバイバーが治療を乗り越えた幸運に感謝

し、日々に新たな喜びを感じると言います。ある人は「長年がんとつきあってはじめてこの病気の意味

がわかってきた」と語り、別の人は「時間とともに意味は変わっていく」と言っています。がんの経験は、

ネガティブにも、ポジティブにも受けとりようのあるものなのかもしれません。 

多くのサバイバーが、いま最も大切なものは何かを考え、自身の生活を変化させています。大切な人

と過ごす時間を増やした人、仕事中心の生活を改めた人、自然を満喫するようになった人もいます。

がんという苦境を経験して、新たな力を得たと感じる人もいます。 

ある大腸がんサバイバーは次のようにいっています。「立ち向かう方法を理解できたとき、気分がよくな

りました。今後どのような問題が起ころうとも対処できると思ったら、もっと気分がよくなりました。自分

にこんな力があったなんて知りませんでした」 

信仰、宗教、スピリチュアリティ 

重大な病気にかかると、伝統的な宗教的信仰を持つか否かに関係なく、精神的な価値に対する見

方が変わります。治療後、あなたとあなたの大切な人は、「なぜがんが自分たちの人生に入り込んで

きたのか」を理解しようと格闘し、「なぜこのような人生の試練に耐えなければならないのか」と葛藤す

るかもしれません。 

がんサバイバーには、信仰やスピリチュアリティを新たな視点で見直す人もいます。信仰が前より強く

なったり、生きていく上で不可欠なものになる人もいる一方で、信仰に疑問を持ち、人生の意味や
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目的について自問する人もいるようです。いずれにしても、多くの人が、現在を大切に考えて、毎日を

精一杯生きるために立ち向かっているといえるでしょう。 

多くのサバイバーは、信仰や宗教、スピリチュアルな意識が、生きる力の源であると気づきます。信仰

を通じて人生に意味を見出し、がんを経験したことの意義を理解できたといいます。信仰や宗教も、

地域内で同じような経験や見解を持つ人や、サポートを提供してくれる人とのつながりを得るきっかけ

となります。がんに対処したり、がんから回復する上で、人によっては宗教や信仰が重要な役割を果

たすことが、研究結果からもわかっています。 

がんが信仰や精神性にどのような影響を及ぼすかには個人差がありますが、がんの経験によって信

仰を問い直すのはごくふつうのことです。もちろん簡単に答えが出る問いではありませんが、答えを探し

求めること、自分にとってスピリチュアリティの意義を見い出そうとすることそのものを、前向きな力とする

人もいます。 

心の安らぎと意義を見つけるために 

 人間の精神をテーマにした元気が出る物語を読む。 

 新たな視座を得るために祈りや瞑想を行う。 

 自分がサポートを得るため、あるいは他者をサポートするために、コミュニティや社会的な集ま

りに参加する。 

 同じような経験を持つ人と話す。 

 教会など礼拝の場で、がんのような慢性疾患を抱える人向けのサポートを探す。 

 失ったものを心ゆくまで嘆き悲しむ。ここに至るまでに乗り越えてきたさまざまなできごとを思い

返し、がんになる前の生活を惜しみ悲しむのはごく自然な心の動きと考え、思う存分嘆いて

みることも時には必要と考える。 

信仰面でのサポートを探す 

信仰にもとづいた、地域的なサポートはどのように探せばよいでしょうか。次のような方法は、ほかのサ

バイバーたちの役に立ったとされているものです。 
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 地域にある宗教あるいはスピリチュアルな集まりの指導者と連絡をとる。宗教的・精神的指導

者の多くは、重大な疾患を持つ人へのカウンセリングの訓練を受けています。 

 地元の病院や治療機関のチャプレンに連絡をとる。多くの病院には、信仰や宗教の異なる人

や、信仰を持たない人を支援するチャプレン（教会・寺院に属さず、施設や組織に所属している

聖職者）がいます。チャプレンは、困難な状況にある患者本人や家族を精神的に支援する訓

練を受けた専門家といえます。 

 通っている病院や、医療チーム、ソーシャルワーカーに相談する。がんサバイバーに専門的なサ

ービスを提供してくれる、各地域の信仰関連団体の情報が得られるかもしれません。 

治療後の生活に新たな意義を見出すためには 

 自分の人生の現状分析をする。がんサバイバーの中には、がんが警鐘を鳴らしてくれたおかげで、

自分の人生を望む方向へ軌道修正する契機にできたと考える人もいます。あらためて自分に

問いかけてみてください。家族のなかでの自分の役割に満足しているか？ 周囲の期待に応え

られているか？ ずっとやってみたかったことは何か？ 仕事に満足しているか？ ただ惰性で続

けていないか？ 

 スピリチュアルサポートを探す。人生に対して抱いている疑問について、信頼できる聖職者やプロ

のカウンセラーを得ることで、適切な支援を受けられるかもしれません。 

 日誌をつける。今の自分の人生にとって意味があるものとは何か、思うところを書き留めておきま

す。 

 ほかのサバイバーの力になることを考える。 

助けを必要としている他者に手を差し伸べ、支えることに意義を見出す人も、がんに囚われることな

く自身のエネルギーを他に向けたいという人もいるでしょう。もしあなたもサポートする側にまわりたいと

思ったら、地域にあるサポートグループや全国的ながん関連団体がボランティアを募集していますの

で問い合わせてみてください。あるいは、身近な知り合いを助けたり、あなたが誰かの役に立ちたいと

思っていることを家族や友人のネットワークを通じて伝えて探してもらうという方法もあります。（NCIの

小冊子『Facing Forward: Ways You Can Make a Difference in Cancer 前を向いて：がんに変

化をもたらす方法』にも情報があります。 

http://www.cancer.gov/cancertopics/make-a-difference/
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 研究への協力を検討する。がんとその治療がサバイバーに与える影響を調査する調査研究が

あります。研究への協力は希望者のみが行うもので、自分のためだけでなく、ほかの人にも役立

てもらえるものです。 

 

第 7 章 社会や仕事とのかかわり 

家族 

職場 

友人と同僚 

他者との関わり 

 

「病気になったことで家族の絆が強まることがあると思います。わが家でも、かつては家庭内で

いざこざがありました。でも、今はもう、お互いがこうして存在していることを当然のように思った

りはしません」－ダリル 

がんになったことで、人生における他者との関係性が変化することがあります。家族や友人、いつも周

りにいる人々に対するあなたの関わり方、そしてその人たちのあなたに対する関わり方の変化にも気づ

くはずです。 

家族 

治療が終わったけれど、回復には時間がかかるという事実に対し、心の準備ができていない家族も多

いものです。一般に、回復には治療よりもはるかに長い時間がかかります。がんサバイバー自身が、

回復にどのくらいの時間が必要なのかを理解していないことも多く、そのことで誰もが失望し、心配し、

不満を感じたりしています。そして家族もまた、がんによって家族としての生活全般がすっかり変化して

しまうかもしれないことを理解していない場合もあります。サバイバー本人と家族それぞれががんの治

療によってもたらされる大きな影響を受け入れ、それまでとは違う「新しい」家族としての強い絆を築く

ためには、対処法を見つける必要があります。 

サバイバーの中には、家族の支えなしに乗り切ることはできなかった、と言う人もいます。そのようなサバ

イバーは、治療後も家族の厚い支援のもとに生活を送ることができるでしょう。一方では、がんになる



海外癌医療情報リファレンス 

57 

 

前から家庭内にあった問題が、治療を経ても依然として残っていたり、新たな問題が生じる場合もあ

るかもしれません。期待していたほど他者からの支援を受けられないこともあるでしょう。 

治療が終わってから家族との問題に直面することもあるかもしれません。たとえば、がんの治療前には

ごくあたりまえにできていた家事や庭の手入れが、治療後は、あなたの手には負えない仕事になって

いることに気づいたとします。ところが、治療を終えるまであなたの代わりにそれらをこなしてくれていた

家族は、治療終了によって元通りの生活を取り戻したのだから、あなたもまた以前のように役割を果

たすよう望む場合があります。あなたは家族のそういうふるまいに対して、自分のことを十分に支えてく

れてはいない、と感じてしまうかもしれません。 

一方では、与えられている以上の要求を家族にしている場合もあり得ます。要求が満たされないと、

家族への失望や怒り、不満を感じてしまうこともあるでしょう。ある女性サバイバーは、治療中に家族

のひとりから支援を得られなかったことに憤慨したといいます。「メッセージカードも、電話も、何ひとつ受

け取ることがなかったのです。今もその人に対しては強いわだかまりが残っています」 

 

一日も早く、かつてのような家庭内での役割を取り戻したいとは思っていても、この時期はまだ周囲の

力に頼る必要があるでしょう。それと同じくらい家族も今起こっている変化に慣れようとしているところな

のです。このような状況で、それぞれの感情を素直に表現したり、がんについて話す方法を心得るの

は、あなたにとっても家族にとっても難しいことなのだ、ということを理解しましょう。 

家族を支えるために NCIの介護者向け小冊子「大切な人ががんの治療を終えたとき」を一緒に読

むのもよいでしょう。 

家族の問題について対処法を見つける 

家族の中には変化にうまく適応できなかったり、自分の要求が十分に満たされていないと感じる人も

いるものです。こうした家族間の問題には自力で対処しようとしがちですが、もし誰かの支援を必要と

しているのなら、主治医やソーシャルワーカーに頼んで、カウンセラーなどの専門家を紹介してもらいま

しょう。がん治療後の家族の不安や役割などについて、専門家が問題解決を手伝ってくれます。 

実際、家族の問題にはどのように向き合えばよいのでしょうか。家庭内の不安に対処するうえで役立

つアイデアをいくつか紹介しましょう。 
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 回復のプロセスであなたにできること、できないことを、ほかの家族にきちんと伝えましょう。以前は

ふつうにできていたことが、今もできるとは限りません。家事の一切を完璧にこなさなければ、などと

思い込まないでください。 

 焦りは禁物です。時間の経過とともに、あなたも家族も徐々にがんがもたらした変化に慣れてい

くことでしょう。そして、お互いに率直な気持ちを伝えあうだけで、それぞれの要求は満たされやすく

なるものです。 

 子どもたちには、あなたががんの治療を受けたこと、再び以前のように元気になれるにはしばらく

時間がかかることをわかりやすく説明してあげましょう。 

がんサバイバーの子どもたちは、親たちに対して次のようなことを大切にしてほしいと願っています。 

 子どもに正直であること。 

 できるだけはっきりと隠さずに話すこと。 

 親のがんについてきちんと情報を伝え、回復のプロセスに関与させること。 

 子どもともっと一緒に過ごすこと。 

がんサバイバーの同意を得た上で、ほかの家族もまた、がんと治療について子どもと率直に話すとよい

でしょう。 

職場 

研究により、有職者のがんサバイバーは、そうでないほかの労働者と同程度の生産性、つまり職業的

能力を持っていることがわかっています。体力的に可能であれば、ほとんどのがんサバイバーが仕事に

復帰しています。仕事に復帰することで、がんと診断される前の生活に戻りつつあると実感することが

できるからです。 

また、がんの治療後に転職するサバイバーもいます。もしも治療後に新たな仕事を探すと決めたなら、

今のあなたが対処できる以上のことを自分に課したり、逆に、必要以上に抑制したり我慢する必要

はないことを覚えておいてください。履歴書を求められたら、仕事や日付順ではなく、スキル別に、ある

いはこれまでに達成した内容ごとに実績をリストアップしましょう。この方法なら、がんの治療期間のブ

ランクが目立たなくなります。 



海外癌医療情報リファレンス 

59 

 

復職であれ転職であれ、再び働き始めたのちに不当な扱いを受けるがんサバイバーがいることも事実

です。雇用者やほかの従業員が、がんサバイバーの仕事の能力に疑問や先入観を抱いていることが

あるからです。 

仕事上の問題への対処法 

 問題にどのように対処するか決める。 

o あなたの従業員としての権利はどのようなものか。 

o 問題解決のために行動を起こす意思はあるか。 

o 今後もその職場で働きたいか、あるいは新たな仕事を探したいか。 

 必要に応じて、あなたのニーズに応えてもらえるよう雇用者に願い出る。 

o 直属の上司、人事部、従業員支援カウンセラー、労働者代表、労働組合の代表などに非

公式に相談することから始めましょう。 

o あなたが仕事を続けやすくなるような変更（フレックスタイム、在宅勤務、職場での特別な設備

など）を願い出てみましょう。 

o あなたの出した要望とその結果を記録に残しましょう。 

 必要であれば、雇用者への働きかけに他者の支援を借りる。 

o 主治医または看護師に頼んで、経過観察の受診予約を勤務時間と重ならないようにしても

らいましょう。 

o がんが仕事や予定に影響を及ぼすようであれば、医師に頼んでその内容を説明する手紙を

雇用者宛または人事部宛に書いてもらいましょう。 

あなたが求めている仕事に直接影響を及ぼすものでないなら、職場にがんの罹患について報告し

なければならない法的義務はありません。 

 

「これまでのところ、上司は私の休業期間について寛容です。しかし、健康上の問題で職場での私

の将来に傷がつくのではないかと心配です」－リサ 
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友人と同僚 

「『がん』という言葉を口にすると、それだけで嫌がる人もいて、何か口ごもって立ち去ってしまいます」

－ジャック 

がんの治療後は、友人、同僚、学校の人々の反応が以前とは変わるかもしれません。大きな支えに

なってくれる人もいれば、怒りや不満を感じさせるだけの人もいます。悪気はないけれど、どう対応した

らよいのかわからない人もいることでしょう。現実には、「がん」に関わりたくない人もいることは事実です

が、ほとんどはがんサバイバーに対してどのように手助けをすればいいのかわからないだけなのです。 

友人や同僚が協力的でないと感じる場合、もしかしたら、あなたや自分自身のことを必要以上に心

配しているとは考えられないでしょうか。あなたががんになったことで、誰もががんになりうるという事実に

直面して脅えているのかもしれません。彼らとの関係回復を試みると同時に、彼らの不安を理解して、

気長につきあっていきましょう。 

サバイバーの多くは、周囲への気遣いのために明るく振舞うことをストレスに感じています。 

「もう笑いたくありません。いつも明るくしているだけの元気はないんです」（悪性黒色腫サバイバー）。

「たまに愚痴をこぼすと、嫌がる人がいるんです。だから愚痴をこぼさないようにしています」（前立腺癌

サバイバー）。 

がんを契機に、「人生で何が最も重要か」を突き詰めるなかで、サバイバーは、より大切な人間関係

により多くの時間を注ぐために、浅い交友関係を断つ決心をすることすらあります。ある脳腫瘍サバイ

バーはがんになってから真の友人とは何かについて気づきました。「がんによって、自分には本当の友

人が何人いるのかを知ることになりました。真の友は、友人が回復期にあると聞いたとたんに、電話を

かけてこなくなったりはしないものです。いつだって友だちのことを本当に大切に思い、気にかけているは

ずです」。また、ある腎臓がんサバイバーは「浅い友人関係を断つのは難しかったが、職場や教会で

思ってもみなかった支援も受けることができた」ことに気づきました。 

職場やボランティア活動の場では、がんや、治療後の回復期にあるあなたの能力についてきちんと理

解していない人にも会うことでしょう。あなたはもう以前のようには働けないと思い込んでいたり、「死の

宣告」を受けた人だと思い込んでいる場合もあるかもしれません。不安や知識不足は、ときに不当な

扱いや振る舞いを招くものです。 
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対処法を見つける 

友人や同僚のがんに対する無理解によって傷つけられていると感じたら、その人と直接向き合って問

題を解決するように試みましょう。それでもなお仕事に影響があるようなら、上司、労働者代表、会

社の医務室、従業員支援カウンセラー、人事部の助けが必要なのかもしれません。 

傷つけられるような発言や行動で落ち込んだとき、友人や家族、カウンセラーと話をすることでいくつか

の対処法のアイデアは思い浮かぶかもしれません。けれども、同僚の態度が業務の妨げになる場合

には、それは経営側が対処すべき問題なのです。 

 

他者との関わり 

がんの治療後の生活では、他者とどう関わればよいのでしょうか。 

 支援を受け入れましょう。友人や家族が手助けを申し出てくれるときはそれを受け入れ、あなた

の生活を楽にするために身近な人にできることは何か、心に留めておいてください。そうすればあな

たは必要な支援を得られ、あなたの大切な人たちもまた、自分が役に立っていると感じられること

でしょう 

「治療を始めたとき、たくさんの助けを得ました。だからこそ、治療後にもさらに友人に助けを求める

のは心苦しかったんです。でも、現実にはまだ助けが必要だったので、友人たちには率直に伝えま

した」（大腸がんサバイバー）。 

 仕事や学校に復帰したときに表面化する問題に対処しましょう。上司（またはさらにその上の上

司）、先生や同僚は、あなたががんサバイバーとしてどのように接してほしいのかを、周囲の人がより

よく理解できるようサポートしてくれるはずです。周りの人たちとの問題が仕事や勉強の妨げになる

場合は、上司、労働組合、人事部、学生課などに相談するとよいでしょう。 

 回復期には連絡をとりあいましょう。友人や同僚はあなたのことを心配しているのです。治療や

経過を知れば、彼らの心配や不安も和らぎますから、電話やメールで状況を伝えましょう。信頼で

きる友人や家族に代わって伝えてもらうのでもよいでしょう。可能な範囲で友人とランチを楽しんだ

り、会社のパーティにも顔を出してみましょう。コミュニケーションを絶やさないことが、あなただけでなく

ほかの人にとっても、仕事やその他の活動への復帰を楽なものにしてくれます。 
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 がんについて何を話すか考えておきましょう。病気に関して、他者への正しい応対方法というもの

はありませんが、仕事に復帰したとき、何をどこまで話すかは考えておく必要があるでしょう。がんを

意識したくない、他人の感情と自分の病気を結びつけたくないと考えるがんサバイバーもいる一方

で、病気については隠し立てすることなく、上司や同僚と率直に話し合い、お互いに不安をさらけ

出したり、誤解を正したり、協力方法を決めようと考えるサバイバーもいます。あなたにとって正しい

と感じられる方法こそが最善の方法なのです。 
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第 8 章 終わりに 

激しさだけが勇気ではない。時には一日の終わりに、静かにつぶやく勇気もある。『また明日、もう一

度やってみよう』と。－メアリー・アン・ラッドマッハー * 

 

がん治療の終わりは、同時に未来を楽しく思い描くときの始まりでもあります。新しい生活が始まり、

その再出発に喜びと安らぎを感じるとともに、心身にも新たな変化が生まれる場合もあるでしょう。と

もかく、治療は終わったのです。これからはゆっくりと時間をかけ、あなた自身を見直し、新たに整える

つもりで過ごしていきましょう。あなたと家族、介護をしてくれた人みんなにとっての癒しの時間をつくっ

てみてください。治療期間中のように、「がんを中心に回っている」のではない毎日をどのように始める

のか、まず考えてみましょう。 

良くも悪くも人生を変えるような事態に直面することで、人は成長したり、そこから学んだり、自分にと

って何が大切なのかを理解できるようになるものです。がんを経験した人はしばしば、その経験を「旅」

に例えます。それは必ずしも自分の意思で選びとった旅ではありませんが、しかしそれは時として、まっ

たく新しい価値観や視座を与えてくれるものでもあり得るのです。 

＊転載許可取得済 

第 9 章 その他の情報 

経済的・法律的な問題 

リラックス法 

経済的・法律的な問題 （訳注：米国での事情になります） 

がんサバイバーとその家族にとって、経済的な負担は実に差し迫った問題です。闘病期間中は、あな

たも家族もこの問題について考える時間も気力もないでしょう。しかしながら、家族に経済的な負担

がかからないようにすることはとても大切です。 
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医療費の支払いは、病院の相談窓口に相談するとよいでしょう。月々の分割払いが利用できるかも

しれませんし、場合によってはさらに減額される場合もあるかもしれません。また、医療保険会社に連

絡して、治療費が確実に保険から支払われるようにするとよいでしょう。 

NCI ウェブサイト www.cancer.gov には、ファクトシート"Financial Resources for People with 

Cancer" （がん患者の方のための経済的支援情報）もあります。無料電話によるお問い合わせは、

1-800-4-CANCER (1-800-422-6237)です。 

 

法的文書の準備 

あなたがまだ事前指示書を用意していないなら、これを作ることを考えてもよいでしょう。事前指示書

とは、どこまで治療を受けるか、また自分で意思決定ができなくなった場合、誰が自分の代わりにさま

ざまな意思決定を下すかなど、重要な事項について事前に決めておき、これに法的効力を持たせる

文書です。事前指示書があれば、あなたは確実に自分の望む治療を受けることができます。あなた

の意思を家族が予め知っていれば、あなたの治療をどのように行っていくべきか、重大な選択・決定を

迫られたときにも、家族が悩むことはないでしょう。 

 

事前指示書  

 尊厳死の宣言書は、自分で意思表示ができない場合に自分がどのような治療を望むのかを伝

えるものです。 

 医療に関する永続的委任状は、自分で医療上の判断を下すことができない場合に、その判

断をしてもらう人を任命するものです。指名された人は、医療代理人と呼ばれます。 

事前指示書以外の法的文書  

 遺言は、あなたの財産を相続人にどのように分割するかを指示すものです（相続人は通常遺

される家族ですが、他人を相続人として遺言で指名することも可能です）。 

 信託は、あなたに代わって金銭の管理をする人を任命する文書です。 

http://
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/support/financial-assistance
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/support/financial-assistance
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 委任状は、あなたが財務上の意思決定をできなくなった場合にその意思決定をしてくれる人

を任命するものです。 

このような文書を作成するために必ずしも弁護士を立ち合わせる必要はありませんが、公証人が必

要な場合があります。州ごとに事前指示書に関する独自の法律があります。あなたの住む州の法律

については、弁護士またはソーシャルワーカーに問い合わせてください。 

 

リラックス法 

がん患者の多くが、深いリラックス状態が痛みを和らげ、ストレスを減らすことに効果があることを知っ

ています。次にご紹介するエクササイズは、誰にでも効き目があるわけではありません。担当の医師や

看護師に、自分の症状にとって効果があるかどうか聞いてみてください。このエクササイズをずべて試し

てみる前に、まずステップ１から 5 までをやってみて、深呼吸と筋肉をほぐす練習をしてみてください。 

頭の中にいろいろな考えが次々と浮かんでくるかもしれません。しかし、何か別のことを考えているなと

気づいたら、意識を深く、リラックスした状態へゆっくりと戻してください。そのとき、深呼吸を続けるのを

忘れないようにしましょう。途中で気分が悪くなったら、どのステップにいてもすぐに止めてしまってかまい

ません。 

 

エクササイズ１ 

1. 20分間、邪魔されずにリラックスできる静かな場所を見つけてください。周りの人には、あなた

が集中できる時間が必要だということをわかってもらいましょう。 

2. リラックスできる環境を作りましょう。例えばあなたの好みの暗さまで照明を落としてもいいですし、

座り心地のよい椅子やソファで行うのもよいでしょう。 

3. 筋肉をほぐすために一番楽な姿勢をとってください。目を閉じて、気をそらさないように意識を

集中しましょう。 

4. ゆっくりとリラックスしたペースで、深く息を吸いましょう。人はふだん胸の上部で浅い呼吸をして

います。一呼吸ごとに、胸だけでなくお腹を膨らませて、深くゆっくり呼吸することに集中します。 
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5. 次に、体の主な筋肉ごとに、10秒間力を入れて（強く締めて）から力を抜く、ということをやって

みましょう。ある部分の筋肉に力を入れて痛みが感じるようであれば、力を入れずに、力を抜

くことだけに集中してください。筋肉の緊張をすっかりゆるめることに集中して、筋肉がゆるんで

いるときの違いを感じとってください。リラックスしたときの心地よさに注意を向けましょう。 

筋肉を緊張させる、そのまま止める、そして力を抜いてリラックス。以下の部位において、この３つのステ

ップを順に行ってください。 

 右腕と左腕。こぶしを握って肩まであげて、腕に力を入れる。 

 唇、目、額。しかめ面を作って、眉毛を上げて、唇をすぼめて、歯を見せて笑う。 

 顎と首。下顎をぐっと突き出し、そして力を抜いて元の位置に戻す。次に、顎を胸の方に引き

寄せる。 

 肩。耳に向かって肩をすくめる。 

 胸。胸をぐっと突き出す。 

 腹部。お腹をぐっと引き締める。 

 背中下部。腰を後ろに反って伸ばしてなだらかなアーチを描くようにお腹を前に突き出す。この

辺りの筋肉は硬いことが多いので、必ずゆっくりやりましょう。 

 臀部。お尻を中心に向かってぎゅっと締めつける。 

 太腿。太腿を合わせる。 

 ふくらはぎ。足の指を膝の方に向けて反らせる。 

 足。バレエダンサーのようにつま先を下に向ける。 

6. 上記の部分に緊張が残っていないか確かめてから、完全に力を抜きます。必ず深呼吸を続け

るようにしましょう。 

7. これであなたは完全にリラックスできました。リラックスできたら、心が穏やかになるような場面を

思い浮かべてください。あなたが特に好きな場所を一つ思い浮かべてください。大好きな居心

地のよい部屋、砂浜、暖炉の前の椅子でも、どこでもいいです。細かいところまでくまなく思

い描いてください。 

 周りに何が見えますか？ 

 どのような匂いがしますか？ 

 どのような音が聞こえますか？例えば、あなたが海岸にいるとしたら、足の裏に触れる砂
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の感触はどのような感じですか？波の音がどんなふうに聞こえますか？空気はどのよう

な匂いがするでしょうか？ 

 何かの味がしますか？ 

 あなたが安心できる快適な場所でリラックスしているところを思い浮かべながら、深呼吸

を続けてください。 

8. リラックスを促すようなことを集中して考えると、効果が上がると言う人もいます。例えば、「腕や

足がすごく楽に感じる。この椅子に身を沈めているだけで、リラックスすることに集中できる」と

いうように。 

9. さらに数分間、心地よい気分やリラックスした気分にひたりましょう。 

10. 準備ができたら、手や足をゆっくりと少しずつ動かして現実に戻りましょう。目をあけてもっと意

識がはっきりするまでそのまま待ちましょう。リラックスのためのエクササイズを終えて、どんな気

分ですか。この気分を今日この後もずっと絶やさないようにしましょう。 

痛みやストレスを和らげるリラックス法の練習 

リラックスすると体も心も爽快になります。ただ、何もせずにいきなりリラックスできる人はほとんどいま

せん。リラックスするにはスキルが要ります。どんなスキルでもそれを身につけるには、練習が必要なの

です。 

多くの人は、痛みがひどくなり、ストレスが相当溜まってきてからやっとはじめてリラックスしようと頑張っ

てみますが、それではなかなか上手くいきません。そうすると、食べ過ぎや喫煙、飲酒などの役に立

たない、むしろかえって悪くする方法でリラックスしようとするものです。 

効果的なリラックス法を身につける時間を作り、何度も練習しましょう。リラックス法の講座を受けた

り、テープや CD を買ったりするのもよいでしょう。 

 

エクササイズ 2 

1. 楽な姿勢で座りましょう。体を締めつけるような服はゆるめてください。目を閉じて、雑念を払っ

たあと、上記のステップ 4 と 5の手順で筋肉をゆるめましょう。 
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2. 右腕に意識を集中してください。「腕が重くて温かい」と繰り返し自分に言ってみてください。あ

なたの腕が本当に重くて温かいと感じるようになるまで続けてください。 

3. あなたが充分にリラックスするまで、体のほかの部分の筋肉に対しても同じように続けてください。 

 

第 10章 がんサバイバーについて 

現在、アメリカには 1,000万人を超えるがんサバイバーの皆さんがいます。全米では 4家庭中 3家

庭に、少なくとも 1人はがんと診断された家族がいることになります。NCIでは、1996年にサバイバー

の皆さんに特有な問題を解決する手助けになるようにと、がんサバイバー支援事務局（OCS）を設立

しました。ここでは、がんと闘う人々の生活の質（QOL）を高め、よりよく、より長く人生を楽しめるように、

誠心誠意その活動に取り組んでいます。また、がんおよびがん治療の短期的および長期的な影響に

関する研究を推進しています。がんサバイバー支援と OCS のくわしい情報については、米国 (301)-

402-2964 まで電話いただくか、www.survivorship.cancer.gov.をご覧ください。 

 

最後に 

この小冊子の作成と監修にあたってご協力いただいた勇気あるがんサバイバーの皆さんに、深く感謝

の意を表します。 

NCIでは、NCI助成金 NO.CA63018のもとに、がんサバイバー支援の分野で中心的な研究に携わ

っている以下の研究者の皆さんにあらためて感謝を申し上げます。「Facing Forward:前を向いて」は、

「Moving Beyond Cancer: がん克服」の研究で使用された資料をもとに作成されました。 

 Patricia A. Ganz, M.D., Professor, UCLA Schools of Medicine and Public Health and Division of Cancer 

Prevention & Control Research, Jonsson Comprehensive Cancer Center, Los Angeles, CA  

 Beth Leedham, Ph.D., Clinical Psychologist, private practice, Encino, CA  

 Beth E. Meyerowitz, Ph.D., Professor, Department of Psychology, University of Southern California, Los 

Angeles, CA 

http://www.survivorship.cancer.gov/
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このパンフレットは、米国国立癌研究所（NCI）の原文パンフレットを忠実に翻訳したものです。一部

日本と事情が異なる部分がありますので日本の医療者に確認の上ご活用ください。日本向け注釈

（※）を挿入している箇所があります。翻訳には細心の注意を払っていますが、全内容を保証するも

のではありません。万が一、誤訳などがありました場合はお知らせください。 

NCI免責事項 

「米国国立癌研究所は、現在、いかなる言語の NCI翻訳情報にも関与しておらず、この翻訳は NCIによって

支援されたものではありません。」 
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