
児期ではミルクとか母乳ですが、ミル
クを薄めてということが以前はいわれ
てはいました。しかし、最近はあまり
しなくてもいいだろうといわれていま
す。というのも、ミルク自体は消化の
いいものですので、それをあえて薄め
なくてもということです。よほどひど
い下痢が頻回になっていて、水分が実
際足りないという状況であれば、薄め
たりということをしてもいいだろうと
いわれていますが、そんなに多くない
下痢の数であれば、薄めなくても、通
常濃度でいいといわれています。
　池脇　あまりにも素人っぽい質問か
もしれませんけれども、おかゆや野菜
スープ、うどん、そういうものでもよ
いのでしょうか。
　工藤　いいと思います。例えば、脂
っこいもの、辛いものに関してはもち
ろん控えていただいて、消化のいいも
のを。メインとしては、蛋白質よりは
炭水化物というかたちになると思いま
すが、そこから始めるといいと思いま
す。
　ただ、最近ではおかゆとごはん、ど
ちらも下痢が治る速度に関してはあま
り変わりないといわれていますので、

あえておかゆでなくても、通常のごは
んを少しずつ食べることで、胃の中で
おかゆになってくれるというイメージ
でいいかと思います。
　池脇　最後に、乳幼児で便秘はそん
なに多いのかと思うのですが、中には
ひどい便秘というのもあるのでしょう
か。
　工藤　実際、便秘の子を見る機会が
私は多いのですけれども、便秘はその
うち治るといわれて、何となく経過観
察をしていて、それでも続いてしまう
ような慢性の便秘の子は中にいます。
うんちすること自体が痛いとお子さん
が思ってしまうと、絶対しない、我慢
するという悪循環になってしまうこと
が多いのです。成人は、それでも出さ
なければと思ってくれますが、乳幼児
はなかなかそうはいきません。そうい
う意味では便秘はどうしても悪循環に
ならざるを得ない状況が出てきますの
で、そこに関してはしっかりと対応す
る必要があるかと思います。２～３カ
月、便秘の状態が続くようであれば、
適切な医療機関にご紹介いただくのが
いいのかなと思います。
　池脇　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅴ）

東京大学小児科准教授
滝　田　順　子

（聞き手　齊藤郁夫）

小児がん・AYA世代がんの現状

　齊藤　小児がん、それからAYA（あ
や）世代というのでしょうか、そうい
った人たちのがんについてうかがいま
す。
　AYAとは、どういった世代になる
のでしょうか。
　滝田　AYA世代とは、15～30歳程度
の思春期、若年成人を指します。Ado-
lescence and young adultの略で、AYA
世代と呼んでいます。
　齊藤　この人たちは、小児でもない
し、成人あるいは高齢者でもない、す
き間世代ということですね。
　滝田　はい。
　齊藤　どういった特徴がありますか。
　滝田　AYA世代に発生するがんは、
成人がんと比較するとまれですが、わ
が国におけるこの世代の主要な死亡原
因となっています。また、15歳未満の
小児期に発生するがんより、予後不良
のものが多いといわれています。
　AYA世代に発症するがんは、小児
科と内科の両者の間に位置するために、
いずれの分野でも中心的に扱われてき

ませんでした。臨床試験の登録率も低
く、症例集積困難であることから、生
物学的特性の解明は依然として不十分
であり、治療成績の改善も乏しいのが
現状です。AYA世代のがんでは希少
肉腫が多く、有効な薬剤が少ないこと
や、不妊や二次がんなどの治療による
晩期障害も深刻な問題になっています。
　また、この世代は思春期という多感
な時期であると同時に、就学、就職、
結婚および出産など、人生のイベント
と重なる時期でもあるので、世代特有
の社会的あるいは心理的問題に対する
対応が重要と考えられます。
　齊藤　AYA世代の人のがんの頻度
など、どのようなものがあるのでしょ
うか。
　滝田　わが国におけるAYA世代の
がん患者さんの発生率は年間約5,000人
といわれています。この世代の全人口
が約2,000万人とすると、頻度としては
4,000人に１人と、非常にまれな数字に
なっています。にもかかわらず、人口
動態統計では悪性腫瘍がこの世代の死
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ことが挙げられます。
　齊藤　まず急性リンパ性白血病とい
うことですけれども、ほかにもあるの
ですね。
　滝田　従来の頻度が高い肉腫は病理
学的に種類が多いことから、一つひと
つは非常にまれな腫瘍になります。そ
の希少性から有効な治療法の確立が難
しく、アンメットメディカルニーズと
して取り残されているのが現状です。
これらの多くは抗がん剤感受性が低く、
外科的切除が治療の基本になります。
完全切除不能例や再発転移例において
は、現時点では有効性の高い治療薬の
種類が少なく、新たな分子標的薬など
新薬の開発が重要です。このために、
クリニカル・シークエンスなどのゲノ
ム医療を活用した個別化医療の構築が
急務と思われます。
　また、比較的感受性が高いユーイン
グ肉腫や横紋筋肉腫でも、小児期に発
生する例と比べると治療成績が劣るこ
とが報告されています。これは、臨床
試験の登録率が低いことから有効性の
高い治療が受けられていないケースが
多いことが原因と考えられています。
　齊藤　これから大人になるというよ
うな年代のため、いろいろなライフイ
ベントがあることで、難しい点がある
のですね。
　滝田　この時期にがんに罹患して治
療を受けることに対する精神的ストレ
ス、将来への不安、就学・就職問題、

忍容性の問題など、世代特有の問題に
対する対応が重要と考えられます。私
どもは、AYA世代のがん患者さんを
取り巻く課題を明らかにするために、
関連施設と共同でAYA世代がん患者
さん、その家族および医療者に対して
調査研究を行いました。その結果、患
者さん本人はおしなべて社会的な不安
や将来のライフイベントの不安を抱え
ていること。そして、保護者が必ずし
もその内容や程度を把握できているわ
けではないことが明らかになりました。
　また、患者さんからも保護者からも、
ピアサポートの場を求める声が上がっ
ていました。同じ状況の患者さん同士、
保護者同士のかかわりがお互いに大き
な支えとなることは過去の報告でも指
摘されていますが、患者数が比較的少
ないため、１施設内で自然にかかわり
が生まれることが少ないのが現状です。
AYA世代がん患者さんの集約化や複
数施設での患者交流促進などを検討す
る余地があると考えられます。
　齊藤　患者さんに対する医療者の状
況はどうなのでしょうか。
　滝田　医療スタッフも、ふだん対象
としている患者さんの中で少数派にあ
たるAYA世代の患者さんおよびその
保護者と接するうえで、難しさを感じ
ていることがわかりました。特に、医
師よりも看護師や院内学級の教師など、
多職種スタッフのほうがより難しさを
実感しているという結果でした。これ

因の第３位となっていることから、が
んの克服はAYA世代においても解決
すべき重要な課題といえます。
　AYA世代のがんのうち、最も頻度が
高いのは白血病やリンパ腫などの造血
器腫瘍です。次いで、脳腫瘍、胚細胞
腫瘍、甲状腺がんになります。AYA
世代のうち、10代に限っては胚細胞腫
瘍や甲状腺がんよりも骨肉腫や軟部肉
腫の頻度が高くなっています。ただ、
これには人種差があり、米国の調査で
は胚細胞腫瘍や甲状腺がんよりも腎腫
瘍、悪性黒色腫など皮膚がんが高頻度
になっています。また、卵巣の胚細胞
腫瘍は米国よりもわが国において約２
倍、頻度が高くなっています。
　それぞれのがん種の性質としては、
小児型に近いものや成人型に近いもの
が混在していることが特徴的です。し
たがって、それぞれの腫瘍の生物学的
特性に基づいた治療戦略を立てる必要
があります。
　齊藤　実際、今の治療の成績はどの
ようなものなのでしょうか。
　滝田　AYA世代のがん全体の治療
成績は、10年生存率として約70％と、
小児がん全体の治療成績が約80％であ
ることと比べると、やや劣る程度です。
しかし、海外のデータでは、５年生存
率の改善は小児がんやほかの世代の成
人がんよりも、有意に低いことが明ら
かとなっています。これは主として臨
床試験の登録率が低く、かつ脱落者が

多いこと、また希少疾患が多いことか
ら症例集積が困難であり、有効性の高
い標準治療の開発が遅れていることが
要因と考えられます。特に、AYA世
代のがんで最も頻度が高い急性リンパ
性白血病（ALL）に限ると、治癒率は
50％程度であり、小児のALLが90％の
治癒率であることと比べると、著しく
劣っています。
　齊藤　だいぶ小児とAYA世代では
成績が違うということですが、これは
何か理由があるのでしょうか。
　滝田　ALLで申し上げますと、小児
期に見られる予後良好とされる染色体
異常、あるいは遺伝子異常の頻度が少
ないのに対して、成人型に多い予後不
良にかかわる異常の頻度が高くなって
いることが要因の一つと推測されてい
ます。しかし、予後良好に関連する異
常を有する例であっても、小児例と比
べると治療成績が不良であることから、
治療戦略の立て直しを検討する必要が
あると考えられています。
　齊藤　小児の治療と成人の治療は違
うことから、そのどちらを使うことに
なるのでしょうか。
　滝田　国内外の複数の臨床研究グル
ープでその検討がなされ、近年、AYA
世代のALLでは小児型の治療レジメン
が成人型よりも有効性が高いことが示
されました。その要因としては、使用
薬剤の投与量が多いこと、またメトト
レキサートの髄腔内投与の回数が多い
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ことが挙げられます。
　齊藤　まず急性リンパ性白血病とい
うことですけれども、ほかにもあるの
ですね。
　滝田　従来の頻度が高い肉腫は病理
学的に種類が多いことから、一つひと
つは非常にまれな腫瘍になります。そ
の希少性から有効な治療法の確立が難
しく、アンメットメディカルニーズと
して取り残されているのが現状です。
これらの多くは抗がん剤感受性が低く、
外科的切除が治療の基本になります。
完全切除不能例や再発転移例において
は、現時点では有効性の高い治療薬の
種類が少なく、新たな分子標的薬など
新薬の開発が重要です。このために、
クリニカル・シークエンスなどのゲノ
ム医療を活用した個別化医療の構築が
急務と思われます。
　また、比較的感受性が高いユーイン
グ肉腫や横紋筋肉腫でも、小児期に発
生する例と比べると治療成績が劣るこ
とが報告されています。これは、臨床
試験の登録率が低いことから有効性の
高い治療が受けられていないケースが
多いことが原因と考えられています。
　齊藤　これから大人になるというよ
うな年代のため、いろいろなライフイ
ベントがあることで、難しい点がある
のですね。
　滝田　この時期にがんに罹患して治
療を受けることに対する精神的ストレ
ス、将来への不安、就学・就職問題、

忍容性の問題など、世代特有の問題に
対する対応が重要と考えられます。私
どもは、AYA世代のがん患者さんを
取り巻く課題を明らかにするために、
関連施設と共同でAYA世代がん患者
さん、その家族および医療者に対して
調査研究を行いました。その結果、患
者さん本人はおしなべて社会的な不安
や将来のライフイベントの不安を抱え
ていること。そして、保護者が必ずし
もその内容や程度を把握できているわ
けではないことが明らかになりました。
　また、患者さんからも保護者からも、
ピアサポートの場を求める声が上がっ
ていました。同じ状況の患者さん同士、
保護者同士のかかわりがお互いに大き
な支えとなることは過去の報告でも指
摘されていますが、患者数が比較的少
ないため、１施設内で自然にかかわり
が生まれることが少ないのが現状です。
AYA世代がん患者さんの集約化や複
数施設での患者交流促進などを検討す
る余地があると考えられます。
　齊藤　患者さんに対する医療者の状
況はどうなのでしょうか。
　滝田　医療スタッフも、ふだん対象
としている患者さんの中で少数派にあ
たるAYA世代の患者さんおよびその
保護者と接するうえで、難しさを感じ
ていることがわかりました。特に、医
師よりも看護師や院内学級の教師など、
多職種スタッフのほうがより難しさを
実感しているという結果でした。これ

因の第３位となっていることから、が
んの克服はAYA世代においても解決
すべき重要な課題といえます。
　AYA世代のがんのうち、最も頻度が
高いのは白血病やリンパ腫などの造血
器腫瘍です。次いで、脳腫瘍、胚細胞
腫瘍、甲状腺がんになります。AYA
世代のうち、10代に限っては胚細胞腫
瘍や甲状腺がんよりも骨肉腫や軟部肉
腫の頻度が高くなっています。ただ、
これには人種差があり、米国の調査で
は胚細胞腫瘍や甲状腺がんよりも腎腫
瘍、悪性黒色腫など皮膚がんが高頻度
になっています。また、卵巣の胚細胞
腫瘍は米国よりもわが国において約２
倍、頻度が高くなっています。
　それぞれのがん種の性質としては、
小児型に近いものや成人型に近いもの
が混在していることが特徴的です。し
たがって、それぞれの腫瘍の生物学的
特性に基づいた治療戦略を立てる必要
があります。
　齊藤　実際、今の治療の成績はどの
ようなものなのでしょうか。
　滝田　AYA世代のがん全体の治療
成績は、10年生存率として約70％と、
小児がん全体の治療成績が約80％であ
ることと比べると、やや劣る程度です。
しかし、海外のデータでは、５年生存
率の改善は小児がんやほかの世代の成
人がんよりも、有意に低いことが明ら
かとなっています。これは主として臨
床試験の登録率が低く、かつ脱落者が

多いこと、また希少疾患が多いことか
ら症例集積が困難であり、有効性の高
い標準治療の開発が遅れていることが
要因と考えられます。特に、AYA世
代のがんで最も頻度が高い急性リンパ
性白血病（ALL）に限ると、治癒率は
50％程度であり、小児のALLが90％の
治癒率であることと比べると、著しく
劣っています。
　齊藤　だいぶ小児とAYA世代では
成績が違うということですが、これは
何か理由があるのでしょうか。
　滝田　ALLで申し上げますと、小児
期に見られる予後良好とされる染色体
異常、あるいは遺伝子異常の頻度が少
ないのに対して、成人型に多い予後不
良にかかわる異常の頻度が高くなって
いることが要因の一つと推測されてい
ます。しかし、予後良好に関連する異
常を有する例であっても、小児例と比
べると治療成績が不良であることから、
治療戦略の立て直しを検討する必要が
あると考えられています。
　齊藤　小児の治療と成人の治療は違
うことから、そのどちらを使うことに
なるのでしょうか。
　滝田　国内外の複数の臨床研究グル
ープでその検討がなされ、近年、AYA
世代のALLでは小児型の治療レジメン
が成人型よりも有効性が高いことが示
されました。その要因としては、使用
薬剤の投与量が多いこと、またメトト
レキサートの髄腔内投与の回数が多い
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はふだん患者さんとより密に接してい
るスタッフが、患者さんの悩みや不安
を敏感に感じ取っていることの表れで
あると考えられます。医師もこのこと
を受け止め、多職種との連携をより密
に行っていく必要があります。
　齊藤　ドクターあるいはナースにし
ても、自分の主たる領域と患者さんが
ちょっと違うことで、戸惑いがあるの
でしょうか。
　滝田　そうなのだと思います。
　齊藤　そうしますと、この間をつな
ぐ動きにはどのようなことが考えられ
るのでしょうか。
　滝田　一つは、そういう問題をより
重く受け止めている多職種スタッフと
の連携を、より密にするようなシステ
ムづくり、あるいはピアサポートの場
をつくっていく、そういったことが重
要ではないかと考えられます。
　齊藤　患者さんが少ないので、集ま

りをつくるのもなかなか難しいのです
ね。
　滝田　そうなります。
　齊藤　それについては、呼びかけて
集まっていくということでしょうか。
　滝田　一つの施設ではなかなかそう
いうサポートの場をつくるのは難しい
こともあるので、多施設で共同でそう
いう場を提供していくことが重要なの
ではないかと考えられます。
　齊藤　非常に重要な領域ということ
で、これからの方向性を教えていただ
けますか。
　滝田　これからの方向性としては、
この世代のがん治療を行っていくうえ
での難しさや課題を、内科医あるいは
小児科医が分野を超えて共有し、そし
て問題解決に取り組んでいくことだと
考えられます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅴ）

昭和大学病院乳腺外科准教授
明　石　定　子

（聞き手　大西　真）

乳がん治療の進歩

　大西　明石先生、乳がん治療の進歩
について話をうかがいたいと思います。
　今、乳がんがいろいろ大きな社会的
な問題にもなっていますが、日本の乳
がんの状況はどのようになっているの
でしょうか。
　明石　従来、乳がんというのは欧米
型のがんで、アメリカやヨーロッパで
多いがんだったのですが、日本でも食
生活の欧米化や、未産、高齢出産が増
えたりという影響で、今、非常に増え
ていまして、11人に１人という高い割
合で乳がんを発症されています。年間
で９万人ぐらいの方が新たに乳がんに
かかられるということです。
　大西　年齢のピークみたいなものは
あるのですか。
　明石　乳がんの特徴としては、若い
方でなることが多く、40代後半に１つ
目のピークがある。ほかのがんだと、
高齢になるに従ってかかる方が増え、
胃がんや大腸がんは60代、70代で増え
てくるのですが、乳がんの場合は40代
後半に１つ目のピークがあって、まだ

お子さんが小さかったり、社会の中で
いろいろお仕事も忙しい時期にかから
れる方が多いのが特徴です。
　大西　遺伝性乳がんがよくトピック
スになりますが、そのあたりを少し詳
しく教えていただけますか。
　明石　アメリカの有名な女優さんの
ことですごく話題になりましたが、特
殊な、BRCA１とかBRCA２という遺
伝子変異を持った方の場合、一生涯の
うちに高い確率で乳がんにかかります。
特に若くて発症する方が比較的多い、
あるいは、両方の乳房で乳がんになる
方だったりとか、乳がんになりやすい
特徴があります。親から受け継いだ遺
伝子によって乳がんになる方というの
は乳がん全体の中では、だいたい10％
前後ぐらいいらっしゃるだろうと推定
されています。
　もし遺伝性乳がんだということがわ
かった場合、特に若くして発症した方
は、乳房を温存すると、残した乳房に
また次のがんが出てきてしまうことが
起こりうるので、全摘と再建という選
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