（総合研究報告書）
21 分指－9－④ 若年乳癌患者のサバイバーシップ支援プログラムの構築に関する研究
大野 真司 （独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 乳腺科）
研究の分類・属性
疫学・公衆衛生・がん対策
研究の概要
本研究の目的は若年乳癌患者が診断時、治療中、治療後に長期経過の中で直面する課題に応じたサバイバーシップ支
援プログラムを包括的に構築することである。
近年、日本の乳癌は罹患率、死亡率とも増加し、罹患率は 1994 年に女性癌のトップとなり、その後も増加し続けて
いる。また、日本人の乳癌の特徴として、欧米に比べ若年乳癌の比率が高い。一方、いわゆる若年乳癌患者は、通常の
サバイバーシップ支援に加え、この時期の女性に特有な結婚・職場復帰・出産・育児などに対しサバイバーシップ支援
が必要であることが報告されており、わが国においては特に若年乳癌患者のサバイバーシップ支援に重要な意味がある
と考えられる。しかし欧米においても若年乳癌の支援に関するエビデンスは少なく、日本におけるエビデンスは皆無に
等しい。さらに若年乳癌患者が本当に必要としている情報や支援さえ明らかにされておらず、治療を受ける患者側にも
医療側にも必要とされる情報提供が少なく、ともに困惑している状況にある。すなわち、わが国で最も必要とされる若
年乳癌患者に対するサバイバーシップ支援プログラムを包括的に構築する事が、急務であると考えられる。
我々は、以前より乳癌領域で患者・医療者双方に情報が不足していると考えられる分野に対して患者アンケート調査
などを基に、パンフレットの作成・配布という形で情報提供を行なってきた。また、患者・患者間及び患者・医療者間
のネットワーク作りを目標とした NPO 法人を立ち上げ、また患者支援の会を立ち上げ（With you）現在全国６箇所で毎
年会議を開催し乳癌患者のサバイバーシップ支援に取り組んできた。
本研究では、１）アンケート調査や日本人若年乳癌の統計データから若年乳癌患者の実態・疫学、治療による長期影
響、QOL、家族への影響などを調査し、若年乳癌患者のサバイバー支援に求められるものを明確にして、若年乳癌患者
が求める支援の具体化を図り、パンフレットやインターネットを利用した情報供給システムや身体・心理・倫理・社会
的側面への支援システムを構築する。２）若年乳癌患者を対象としたネットワークの実態や課題を把握し、若年乳癌患
者同士のネットワーク作りと若年乳癌患者と医療従事者のコミュニケーションをはかる。３）若年乳癌患者長期フォロ
ーアップ（サーベイランス）に関するガイドライン作成を目指す。
研究経費
年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度

11,750 千円
11,160 千円
8,928 千円
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研究班の組織
大野 真司

九州がんセンター
乳腺科 部長

総括、若年乳癌サバイバーシップ支援ホームページ作成の
総合監修、パンフレットの総合監査。患者会や日本乳癌学
会との折衝ガイドライン作成の監修

高橋 かおる

静岡県立静岡がんセン 若年乳癌患者の治療による影響の調査・解析、フォローア
ター 乳腺外科 部長 ップシステムの構築

福内 敦

三井記念病院
薬物療法に関する臨床試験成績の解析などによる若年乳
乳腺内分泌外科 科長 癌患者の QOL 調査と情報作成

大島 彰

若年乳癌患者の心理社会的問題の解明と支援システムの
九州がんセンター
サイコオンコロジー科 構築
医長

徳永 えり子

九州大学病院 学術研 若年者乳癌の生物学的・社会的特性解明に関する研究
究員（特任講師）

高橋 都

若年乳がん患者のセクシュアリティおよびパートナーシ
獨協医科大学
医学部公衆衛生学講座 ップに関する研究
准教授

阿部 恭子

千葉県立保健医療大学 結婚・出産・育児など生活問題の解析、および治療の意志
健康科学部看護学科
決定における支援システムの構築
准教授

大松 重宏

兵庫医科大学
社会福祉学
准教授

野澤 桂子

山野美容芸術短期大学 身体の変化が若年乳がん患者のQOLに及ぼす影響とその支
美容福祉学科 教授
援に関する研究

塩田 恭子

聖路加国際病院
女性総合診療部
副医長

加藤 友康

国立がん研究センター 乳がん治療と妊孕性保存に関する指針を検討する研究
婦人腫瘍科・病棟医長

若年乳癌患者へのピアサポートのあり方

癌治療が卵巣機能に及ぼす影響の調査・解析と卵巣機能保
持に関する支援プログラムの構築

研究の目的と到達目標及び実績要点
全期間
（目的と到達目標）
：
本研究の目的は若年乳癌患者が診断時、治療中、治療後に長期経過の中で直面する課題に応じたサバイバーシップ支
援プログラムを包括的に構築することである。
近年、日本の乳癌は罹患率、死亡率とも増加し、罹患率は 1994 年に女性癌のトップとなり、その後も増加し続けて
いる。また、日本人の乳癌の特徴として、欧米に比べ若年乳癌の比率が高い。一方、いわゆる若年乳癌患者は、通常の
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サバイバーシップ支援に加え、この時期の女性に特有な結婚・職場復帰・出産・育児などに対しサバイバーシップ支援
が必要であることが報告されており、わが国においては特に若年乳癌患者にサバイバーシップ支援プログラムに重要な
意味があると考えられる。しかし欧米においても若年乳癌の支援に関するエビデンスは少なく、日本におけるエビデン
スは皆無に等しい。さらに若年乳癌患者が本当に必要としている情報や支援さえ明らかにされておらず、治療を受ける
患者側にも医療側にも必要とされる情報提供が少なくともに困惑している状況にある。すなわち、わが国で最も必要と
される若年乳癌患者に対するサバイバーシップ支援プログラムを包括的に構築することが、急務であると考えられる。
我々は、以前より乳癌領域で患者・医療者双方に情報が不足していると考えられる分野に対して患者アンケート調査
などを基に、パンフレットの作成・配布という形で情報提供を行なってきた。また、患者・患者間及び患者・医療者間
のネットワーク作りを目標とした NPO 法人を立ち上げ、また患者支援の会を立ち上げ現在全国６箇所で毎年会議を開催
し乳癌患者のサバイバーシップ支援に取り組んできた。
本研究では、１）アンケート調査や日本人若年乳癌の統計データから若年乳癌患者の実態・疫学、治療による長期影
響、QOL、家族への影響などを調査し、若年乳癌患者のサバイバー支援に求められるものを明確にして、若年乳癌患者
が求める支援の具体化を図り、パンフレットやインターネットを利用した情報供給システムや身体・心理・倫理・社会
的側面への支援システムを構築する。２）若年乳癌患者を対象としたネットワークの実態や課題を把握し、若年乳癌患
者同士のネットワーク作りと若年乳癌患者と医療従事者のコミュニケーションをはかる。３）若年乳癌患者長期フォロ
ーアップ（サーベイランス）に関するガイドライン作成を目指す。
各年時の到達目標を下図に示す。
（流れ図）

若年乳癌患者のサバイバーシップ
支援プログラム構築

若年乳癌患者が抱える問題や課題

若年乳癌患者支援ネットワークの

若年乳癌患者長期フォローアップ

の調査・把握と情報発信

構築

に関するガイドライン作成

①若年乳癌患者が抱える問題に関

①日本の若年患者ネットワークの

①若年乳癌患者の長期にわたる心

するアンケート調査

実態把握

理的・肉体的問題のデータの収集

②日本人若年乳癌のデータの収集

②海外のネットワークの実態把握

1 年目

2 年目
①データの吟味・層別化

①ネットワークの目的・課題の明確

①診療ガイドラインとして必要な

②統計解析・エビデンスの構築

化と構築のための準備

Clinical question の明確化

①ホームページの作成

①ネットワークシステムの構築

①診療ガイドラインの作成

②パンフレットの作成

②コミュニケーションの場を提供

（日本乳癌学会診療ガイドライン

③求められる支援の明確化
3 年目

との共同）
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（研究終了時点の実績要点）
上記、第 3 年次評価時点の実績要点に加え、下記実績を得た。
① 若年乳癌患者の問題や課題の調査・把握と情報発信に関する研究
平成 24 年 2 月、日本がん看護学会学術集会で若年乳癌患者における外見変化への対処行動の実態を発表した。
平成 24 年 6 月、日本乳癌学会学術集会で、45 歳以下の患者における乳房再建術に対する意識と現状を発表予定。
② 支援ネットワークの構築に関する研究
平成 24 年、1 月乳癌患者支援の会である、あなたとブレストケアーを考える会（With you）を平成 23 年に引き続
き福岡で開催し、若年患者が集まってグループワークを行う場の提供を行った。
③ 長期フォローアップに関するガイドラインの作成
班長の大野が、
乳癌診療ガイドライン全体の副委員長、
患者向けガイドラインの委員長として、改定作業を行い 2012
年 6 月発刊予定である。患者向けガイドラインにおいて、
「若年者の乳がん」というセッションを新たに設け、
３つの clinical question と解説文を加えた。また大野班のホームページを含め、体験者の声や患者サポート
グループなどのサイトを紹介し適切な情報発信に取り組んでいる。本ガイドラインは無料で一般市民・患者も閲覧
できるようオンライン化を進めている。

研究方法
23年度の計画・方法を分担研究別に記載する。平成24年度は現在のところ計画されていない。

①-1 若年乳癌患者の問題や課題の調査・把握と情報発信に関する研究
アンケート調査を平成22年10月に行った。平成23年度はそのデータ解析を行い、ホームページへアップするとと
もに、学術誌や学会で報告する。
①-2 平成 23 年度は、国内多施設からの若年乳癌患者の臨床病理学的データの収集を行い、解析の後学術誌や学会で
報告する予定。また、ホームページ上でも公開予定。
②

支援ネットワークの構築に関する研究
若年乳がん患者に対する情報発信・患者サポートの目的で、若年乳癌に関するホームページを平成22年12月に一
般公開した別紙１）２）。現在・ホームページの維持と改定作業を行っている。

③

長期フォローアップに関するガイドラインの作成
日本乳癌学会編集の「患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2013」に若年乳癌の項目を設ける調整を行なっ
ている。また、ガイドライン作成小委員会に若年乳癌患者にも加わっていただいて、クリニカルクエスチョンに
生の声を反映させる形をとれるよう調整中である。班長の大野が、乳癌診療ガイドライン全体の副委員長に就任
することが決定し、現在これらの調整を行っている。
なお、平成22年度の評価会で以下のコメントを頂いたため、平成23年度の研究計画・方向に追加した。

④

若年乳がん検診に関する指針を検討してもらいたい。
→厚生労働省が立ち上げた J-START(Japan Strategic Anti-Cancer Randomized Trial)は、40 代女性の乳がん検
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診において、マンモグラフィ検査と超音波検査の併用が、有効かどうかを検証する比較試験であり、現在進行中
である。班長の大野真司はこの班員である。この研究成果により、日本人若年乳癌検診に関する指針が作成され、
平成 24 年度の日本乳癌学会編、乳癌診療ガイドライン（疫学・予防）に掲載される予定である。
⑤

乳がん治療と妊孕性保存に関する指針を検討してもらいたい。
→班員の、加藤友康、塩田恭子を中心とし、乳がん治療と妊孕性保存に関する指針を検討し、ガイドラインを作
成のうえ、ホームページへ掲載する予定である。

研究代表者と研究分担者の主な役割分担は下記のとおりである。
データ
収集

分担者
大野 真司
外科腫瘍学

高橋 かおる

○

福内 敦

○

徳永 えり子

○

増田 慎三

○

面談
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

アン
ケート

ガイド
ライン

ホーム
ページ

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

心療内科学

大島 彰

○

公衆衛生学

高橋 都

○

婦人科学

加藤 友康

○
○

○
○
○

塩田 恭子

○

○

看護学

阿部 恭子

○

○

○

福祉学

大松 重宏

○

○

○

美容学

野澤 桂子

○

○

研究成果と考察

① 若年乳癌患者の問題や課題の調査・把握と情報発信に関する研究
包括的なアンケート調査を平成22年10月に行った。現在、その解析結果をホームページ、学会、学術誌で
公表し始めている状況である。下記に現在までに公表した内容を記す。
平成 22 年
日本人若年乳癌患者のデータの臨床病理学的解析を第 18 回日本乳癌学会総会で報告した。
年齢別にみた月経回復状況を第 18 回日本乳癌学会総会で報告した。
平成 23 年
薬物療法と妊孕性に関するアンケート調査を第 19 回日本乳癌学会総会で報告した。
年齢別にみた月経回復状況を第 19 回日本乳癌学会総会で報告した。
術後の経過観察に関するアンケートを第 19 回日本乳癌学会総会で報告した。
がんの親をもつ子どもへの学校での支援に関する調査を第 24 回日本サイコオンコロジー学会総会で報告した。
乳がん患者の夫の体調変化と相談行動を第 24 回日本サイコオンコロジー学会総会で報告した。
若年乳がんに対し、心理面・美容面・社会的側面から包括的に行った初めてのアンケート調査であり、その意義
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は大きい。今後も継続して解析が終了した研究成果を公表する予定である。

②

支援ネットワークの構築に関する研究
若年乳癌患者に対する情報発信・患者サポートの目的で、若年乳癌に関するホームページを平成22年12月に一般
公開した別紙１）２）。現在・ホームページの維持と改定作業を行っている。
これまで、若年乳がんに特化した、ホームページは皆無であり、若年乳がん患者が信頼をおいて得ることが出来
る情報源は非常に限られていた。今回、厚生労働省の研究班がホームページを立ち上げたことは、情報の量と信
頼性において、若年乳癌患者が得た恩恵ははかりしれない。今後は、日本乳癌学会の患者さんのための乳がん診
療ガイドラインともリンクさせ、いっそうの充実をはかりたい。
また、平成23年1月、平成24年1月に乳癌患者支援の会である、あなたとブレストケアーを考える会（With you）
を開催し、若年患者が集まってグループワークを行う場の提供を行った。With youは、呼びかけに賛同した団体
により、札幌・東京・大阪・沖縄でも開催された。今後、さらに全国的な展開が期待される。
さらに、班員の大松は若年乳癌患者に対するピアサポート（乳癌になった仲間によるサポート）を行っている。
若年乳がん患者こそピアサポートが肝要であると考えられ、九州がんセンターでも平成24年1月から福岡市の援
助を受けて取り組みを開始した。

③ 長期フォローアップに関するガイドラインの作成
班長の大野が、乳がん診療ガイドラインの副委員長となり、患者向けガイドラインのオンライン化を行なった
別紙３）４）

(2011 年 6 月)。全体の副委員長、患者向けガイドラインの委員長として、改定作業を行い 2012

年 6 月発刊予定である。患者向けガイドラインにおいて、
「若年者の乳がん」というセッションを新たに設
け、３つの clinical question と解説文を加えた。また大野班のホームページを含め、体験者の声や患者サポ
ートグループなどのサイトを紹介し適切な情報発信に取り組んでいる。本ガイドラインは無料で一般市民・患
者も閲覧できるようオンライン化を進めている。今まで若年乳がんに対して公的機関が刊行した書籍はなく、
その功績は大きい。若年患者さんにとって安心した情報を提供する事になることが予想される。
なお、平成22年度の評価会で以下のコメントを頂いたため、平成23年度の研究計画・方向に追加した。

④ 若年乳癌検診に関する指針を検討してもらいたい。
→厚生労働省が立ち上げた J-START(Japan Strategic Anti-Cancer Randomized Trial)は、40 代女性の乳が
ん検診において、マンモグラフィ検査と超音波検査の併用が、有効かどうかを検証する比較試験であり、現在
進行中である。班長の大野真司はこの班員である。この研究成果により、日本人若年乳癌検診に関する指針が
作成され、平成 24 年度の日本乳癌学会編、乳癌診療ガイドライン（疫学・予防）に掲載される予定である。

⑤ 乳がん治療と妊孕性保存に関する指針を検討してもらいたい。
→班員の、加藤友康、塩田恭子を中心とし、乳がん治療と妊孕性保存に関する指針を検討し、ホームページへ
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掲載する予定である。
倫理面への配慮
1）若年乳癌患者へ治療時期別に必要な情報や支援の聞き取り調査を行なう際、研究の協力を得る患者及び患者会に対
し、文書を用いて研究の趣旨を説明し、以下の情報を提供し、理解と同意を得た上で同意書へ署名をもらう。
① 研究協力についての判断は自由意志に基づくものであり、同意はいつでも撤回できる。
② 研究に参加することあるいは参加しないことで、診療上の不利益を受けないこと。
③ プライバシーが守られ、個人情報がもれないよう匿名化して行なうこと。
④ 得られたデータは研究以外に使用しないこと。
2）聞き取り調査を行なう際は、臨床試験として実施し、実験計画書を作成した上で各参加施設の倫理委員会の審査を
受ける。各研究で得られた基本データと解析結果は研究班において厳重に管理する。

本研究に関連する、本研究期間中の主な発表論文等
（雑誌論文）
＜英語＞
1. Wada, K., Ohtsu, M., Aizawa, Y., Tanaka, H., Tagaya, N., Takahashi, M. Awareness and behavior of
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patients in Japan. Jpn J Clin 42(4):295-301, 2012
2. Masuda, N., Sagara, Y., Kinoshita, T., Iwata, H., Nakamura, S., Yanagita, Y., Nishimura, R.,
Iwase, H., Kamigaki, S., Takei, H., Noguchi, S. Neoadjuvant anastrozole versus tamoxifen in
patients receiving goserelin for premenopausal breast cancer (STAGE): a double-blind,
randomized phase 3 trial. Lancet Oncology2011 13(4): 345-352, 2012
3. Ohno, S., Tanaka, K., Koga, C., Nishimura, S., Yamaguchi, H., Kawaguchi, H., Yoshiyama, T.,
Nakamura, Y: Can patients with metastatic breast cancer be cured after introduction of newer
and more effective agents? Breast Cancer (epub ahead of print) 2011
4. Takahashi, M., Inokuchi, T., Watanabe, C., Sauto, T., Kai, I: The Female Sexual Function Index
(FSFI): Development of a Japanese Version. Journal of Sexual Medicine 8:2246-2254, 2011
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2. 大松尚子、大松重宏、小郷祐子ほか、患者会における若年乳がん患者のピア・サポートのあり方、医療と福祉、
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、41-46、2012
3. 川口英俊、大野真司、治験地域連携ネットワークの構築、乳癌の臨床、26、315-319、 2011
4. 大野真司、第 12 回ザンクトガレン国際乳癌カンファレンスレポート、乳癌の臨床、26、 401-412、2011
5. 大野真司、西村純子、乳がん、臨床と研究、88、990-994、2011
6. 吉山知幸、大野真司、乳癌、臨床外科、66、1016-1020、2011
7. 荻谷朗子、高橋かおる、徳永えり子、福内敦、増田慎三、大野真司、若年性乳癌術後の乳房定期検査の
実態―多施設アンケート結果より、
（乳癌の臨床、投稿中）
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14. 高橋都、がん治療後の「幸せな性」、現代のエスプリ 517 号（2010 年 8 月号）、がん患者のこころ、2010
15. 阿部恭子、黒田久美子、馬場由美子、乳房切除術を受けた乳がん患者のニードに応じる乳房補整のケア、
千葉大学看護学部紀要、32、23-30、2010
16. 阿部恭子、乳がんとセクシュアリティ、日本性化学会雑誌、28（1）
、69-71、2010
17. 野澤桂子、和泉秀子、外見変化のケア、看護技術、56、11、30-33、メヂカルフレンド社、2010
18. 野澤桂子、がんの治療に伴う外見の変化と心理的苦痛の性差、日本心理学会第 74 回大会論文集、382、2010
19. 片岡明美、大野真司、30 歳以下の若年性乳癌の臨床病理学的解析と結婚・出産に関する検討、
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20. 阿部恭子、谷田貝麻美子、若林慎子、佐藤真理子、川端博子、退院時における乳がん患者の乳房の補整に
関する情報の情報源と入手状況、第 40 回日本看護学会論文集（成人看護Ⅰ）
、56-58、2009
21. 小川昌美、増田慎三、山村順、増田紘子、若年者乳癌における化学療法中の卵巣機能保持の工夫、
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4. 小林真理子、神前裕子、高橋都、がんの親をもつ子どもへの学校での支援に関する調査＜第二報＞― 一般教員
へのアンケート調査分析― 日本サイコオンコロジー学会、大宮、2011
5. 高橋都、武藤孝司、多賀谷信美、円谷美也子、吉野美紀子、甲斐一郎、乳がん患者の夫の体調変化と相談行動 ―
乳がんカップル調査＜第１報＞ 日本サイコオンコロジー学会、大宮、2011
-8-

6. 黒田久美子、金澤麻衣子、森田公美子、阿部恭子、乳房再建術を経験した女性の治療選択に関わる体験、腹部自
家組織再建の 1 事例の報告、日本がん看護学会誌、25 巻 Suppl、337、2011
7. 金澤麻衣子、黒田久美子、阿部恭子、森田公美子、乳房再建術を経験した女性の治療選択に関わる体験、人工乳
房再建術の 1 事例の報告、日本がん看護学会誌、25 巻 Suppl、98、2011
8. 阿部恭子、金澤麻衣子、乳がん看護認定看護師による若年性乳がん患者への支援の内容と支援における困難、日
本がん看護学会誌、25 巻 Suppl、210、2011
9. 阿部恭子、金澤麻衣子、大野朋加、西弘美、若年性乳がん患者の心理社会的困難に対する支援の検討、第19回日本
乳癌学会学術総会抄録集、272、2011
10. 阿部恭子、金澤麻衣子、大野朋加、西弘美、大野真司、若年性乳がん患者の診断・治療選択時のインターネット
活用における体験、第7回日本乳がん看護研究会抄録集、24、2011
11. 大松重宏、大橋英理他、「若年乳がん患者の心理社会的課題とその支援」、第59回日本医療社会事業全国大会、
2011

（書籍）
＜英語＞
1. Takahashi,M. Health Promotion for Cancer Survivors: New Paradigm beyond Prevention and Treatment. In
Asian Perspectives and Evidence on Health Promotion and Education. Eds by Muto, T., Nakahara, T., Eun
WN, Springer : 78-86, 2011
＜日本語＞
1. 大野真司、患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2009 年版
2. 高橋都、性機能障害、新臨床腫瘍学第二版（日本臨床腫瘍学会編）
、859-862、南江堂、2009
3. 阿部恭子、患者さんの意思決定の支援を行う際の看護のポイントは何ですか?、ガイドラインに基づく乳がんケ
ア Q&A チーム医療のために、中村清吾、金井久子（編）
、総合医学社、30-31、東京、2009
4. 野澤桂子、美容による心理的・身体的効果、改訂美容福祉概論、山野美容芸術短期大学（編）
、中央法規出版、
東京、2009
（知的財産権）
特になし
（政策提言（寄与した指針等）
）
1. 第 27 回がん対策推進協議会 参考人発表（がん患者・家族の就労支援）

-9-

別紙１)

若年乳がんに関するホームページ（トップ）

クリック

-10-

別紙２)

前頁よりジャンプ

-11-

別紙３)

別紙４）

-12-

