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事業報告概要（平成 19 年度）

1. 事業の概要
1-1 参加大学名（設置者名）
~ 順天堂大学大学院医学研究科及び医療看護学研究科
学校法人順天堂（東京都文京区本郷 2 丁目 1 番 1 号）
理事長

小川秀興（事業推進代表者）

~ 新潟大学医歯学総合研究科
国立大学法人新潟大学（新潟県新潟市五十嵐二の町 8050 番地）
学長

長谷川

彰

~ 東京理科大学大学院薬学研究科
学校法人東京理科大学（東京都新宿区神楽坂 1 丁目 3 番地）
理事長

塚本桓世

~ 明治薬科大学大学院薬学研究科
学校法人明治薬科大学（東京都清瀬市野塩 2 丁目 522 番 1 号）
理事長

住吉義通

~ 立教大学大学院理学研究科
学校法人立教学院（東京都豊島区西池袋 3 丁目 34 番 1 号）
総長

大橋英五

1-2 プログラム名
文部科学省 平成 19 年度

「がんプロフェッショナル養成プラン」

1-3 事業名称
実践的横断的がん生涯教育センターの創設
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1-4 本事業の概要
本取組は、「がん患者の視点」に立った、「裾野の広い、且つ高い、品性」のある「がん医療」を目指
し、大学の改革実践の「場」として「がん生涯教育センター」を創設するものである。
具体的には、本プラン実施に当っては、順天堂大学（以下「本学」という。）附属 6 病院（所在地：東
京、千葉、埼玉、静岡）の有するベッド総数 3199 床に加えて、養成環境をさらに充実させるため、新潟大
学とがん治療において高い臨床能力養成実績を持つ国立がんセンター（中央病院・東病院）、静岡県立静
岡がんセンター、癌研有明病院、東京都立駒込病院等と連携を結び、教育研究・診療環境を整備した。
またコメディカル養成については、連携している 3 つの大学院との協力を強化した。本プランによって、
患者の視点に立った医療の実践という本学学是「仁」（人を慮る心、慈しむ心）を、「がん生涯教育セン
ター」の活動を通して、がんに係わる多くの方々と共有する。

1-5 養成コース
大学名

研究科等名

専攻名

コース名

環境と人間専攻、人体の生命機能専 医師（放射線療法、

順天堂大学

医学研究科

新潟大学

医歯学総合研究科

順天堂大学

医療看護学研究科

看護学専攻

明治薬科大学

薬学研究科

臨床薬学専攻

東京理科大学

薬学研究科

薬学専攻

順天堂大学

医学研究科

立教大学

理学研究科

順天堂大学

医学研究科

立教大学

理学研究科

攻、人体の再生・再建専攻

化学療法、緩和ケア）

分子細胞医学専攻、生体機能調節医 医師
学専攻、地域疾病制御医学専攻

（放射線療法、化学療法）
コメディカル
（がん専門看護師）
コメディカル
（がん専門薬剤師）
コメディカル
（がん専門薬剤師）

環境と人間専攻、人体の生命機能専 コメディカル
攻、人体の再生・再建専攻
物理学専攻

（医学物理士）
コメディカル
（医学物理士）

環境と人間専攻、人体の生命機能専 インテンシブ
攻、人体の再生・再建専攻
物理学専攻

（医師、医学物理士）
インテンシブ
（医学物理士）
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1-6 養成計画
本学大学院は、本プラン全体を統括し、専門医師（放射線療法、化学療法、緩和ケア）とコメディカル
（がん専門看護師、医学物理士）の養成を担当する。また新潟大学は専門医師（放射線療法、化学療法）、
東京理科大学大学院と明治薬科大学大学院はコメディカル（がん専門薬剤師）、立教大学大学院はコメディ
カル（医学物理士）をそれぞれ分担して養成する。

~ 専門医師コース
専門医師コースは、日本がん治療認定医機構のがん治療認定医を取得するとともに、放射線療法・化学
療法・緩和ケアの専門医師養成を行う。開講は、順天堂大学及び新潟大学において行う。臨床での養成に
当っては、本学では本学附属病院群のほかに、癌研有明病院、東京都立駒込病院、静岡県立静岡がんセン
ターと連携している。新潟大学では同付属病院と新潟県立がんセンター新潟病院と連携している。
開講は平成 20 年度から。

~ コメディカル・コース
コメディカル・コースでは、がん看護師、がん薬剤師、医学物理士を養成する。養成はがん看護師を本
学大学院で、がん薬剤師を明治薬科大学大学院と東京理科大学大学院で、医学物理士を本学大学院と立教
大学大学院の連携で行う。養成に当っては各専門資格取得のための学習ばかりではなく、チーム医療を学
ぶ実践的な教育を整備している。
開講は平成 20 年度。

~ インテンシブ・コース
インテンシブ・コースでは、専門医師と医学物理士のインテンシブ研修を行う。専門医師研修では、が
ん治療認定医取得を目的とした養成プログラムを本学大学院において行う。医学物理士については、臨床
研修を本学大学院において、基礎物理の研修を立教大学大学院において行う。いずれのインテンシブ研修
も実施する大学院の科目等履修生として学習する。
専門医師の開講は、平成 19 年 10 月。
医学物理士の開講は、平成 20 年度。
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2. 本事業の目的・必要性
2-1 全 体
本事業の全体の目的は、本学におけるがん医療の改善を図り、「がんプロフェッショナル養成プラン」
の目的であるわが国における質の高いがん専門医等の養成に資するため、主として本学を核として全コー
スに共通科目を設定し、他の 4 大学及びがん拠点病院群と連携し、がん医療の担い手となる高度な知識・
技術を持ち、かつ高い研究能力を持つがん専門医等、がんに特化した医療人材の養成を図ることである。

2-2 本年度
平成 19 年度からの初期事業をインテンシブ・コースとして実施し、専門医師養成における取組の充実・
発展を図り、本取組を具体例として拡充し、「がん生涯教育センター」を創設する。また公開シンポジウ
ム（国内）、国際シンポジウムを開催し、本事業の広報に努めるとともに、次年度開始する専門医師コー
スとコメディカル・コースの体制整備を行い、実践的で横断的な体制をもって、高等教育機関におけるが
ん教育に関する教育研究・診療環境の強化を図る。
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3. 本年度の本事業実施計画
本年度の本事業の目的を達成するため、次の項目を実施する。

6

①

がん生涯教育センターの創設及び事務局の設置

②

がん生涯教育センター運営委員会の設置

③

客員教授等の任用

④

連携大学院連絡会および連携医療機関会議

⑤

公開シンポジウム

⑥

がん治療センター関連診療科会議

⑦

オーガナイザーミーティング

⑧

FD (Faculty Development) 研修会の開催

⑨

連携大学院・協力病院へのテレビ会議システムの整備

⑩

インテンシブ・コースの実施

⑪

国内外研究機関への FD 研修派遣

⑫

大学院入学試験の実施

⑬

全体会議の実施

第1編
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4. 本事業の内容
本事業は、選定された「実践的横断的がん生涯教育センター創設」プランにおけるがん専門家について、
がん専門医師とがんコメディカルに関する養成の一層の充実・発展を目指すものであり、内容は以下のと
おりである。
これらの内容を通じて、選定取組を更に充実・発展させ、「がん生涯教育センター」の目的である「が
ん患者」の視点に立った「がん医療人」を養成する。

4-1 がん生涯教育センターの創設及び事務局の設置
がん生涯教育センターを 9 月に本学大学院医学研究科に開設。事務局は事業発足当初の業務を勘案し当
面本学大学院事務室に置いた。新潟大学を実施体制に加えるための事業内容等変更承認申請し承認された。
本取組の実施体制を整備した。

4-2 がん生涯教育センター運営委員会の設置
運営委員会を 10 月 22 日に開催し、参加大学における本取組全体のコンセンサスを共有化した。

4-3 客員教授等の任用
客員教授として東京理科大学 1 名と立教大学 2 名を任用した。当初予定していた教員（医師）と事務補
佐員の採用については適任者を選任できなかった。次年度の採用計画とした。

4-4 連携大学院連絡会および連携医療機関会議
連携大学院連絡会を 11 月 8 日に開催し、今年度と次年度の養成計画を協議した。連携医療機関とは全体
会ではなく個別に実地修練に関する事項の協議をした。

4-5 公開シンポジウム
市民公開シンポジウム「がんの克服へ」（10 月 22 日）（参加者数 366 名）と国際シンポジウム「New Era
of Cancer Education」（2 月 20 日）を開催し、本取組の国内外への広報と海外におけるがん教育を比較検
討した。また平成 19 年度大学教育改革プログラム合同フォーラムのポスターセッションに参加して本取組
を紹介した。

4-6 がん治療センター関連診療科会議
本学がん治療センターの各科と来年度以降の実地修練運営についてオーガナイザーを中心として協議し
た。
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4-7 オーガナイザーミーティング
各連携大学院においてオーガナイザーミーティングを開催し次年度授業実施に必要な措置を行った。

4-8 FD (Faculty Development) 研修会の開催
FD（Faculty Development）研修については、既に今年度実施済の大学もあったため次年度開催すること
とした。

4-9 連携大学院・協力病院へのテレビ会議システムの整備
本取組に係る運営を円滑にするためのテレビ会議システムを各連携大学院に配備した。

4-10 インテンシブ・コースの実施
インテンシブ・コース（がん専門医師コース）を本学大学院医学研究科において 12 月から 2 月に実施し、
15 名の参加があった。開講にあたっては受講カードを作成した。

4-11 国内外研究機関への FD 研修派遣
米国フロリダ大学での医学物理士養成課程研修に教員 1 名を派遣した。

4-12 大学院入学試験の実施
各連携大学院において入学試験を実施した。広報用に共同の入試広報ポスターを作成した。

4-13 全体会議の実施
全体会議は運営委員会をもってこれに代えることとした。
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5. 本事業から得られた具体的な成果
上記の本年度の本事業実施計画を実施することにより、本事業から得られた具体的な成果は、以下のと
おりである。

5-1 がん生涯教育センターの創設及び事務局の設置
がん生涯教育センターと事務局を開設することによって本取組が実質的に開始し、本取組に参加してい
る各大学において、がん専門人材養成に関する教員意識の向上を図ることができた。

5-2 がん生涯教育センター運営委員会の設置
運営委員会の開催によって各養成プログラムに関する相互理解が高まり、連携大学院としての相互協力
体制の強化を図ることができた。

5-3 客員教授等の任用
客員教授の任用によってがん薬剤師養成と医学物理士養成における連携体制をスムーズに図ることがで
きた。

5-4 連携大学院連絡会および連携医療機関会議
連携大学院連絡会によって参加大学の横断的な協力体制が相互理解され、各参加大学固有の運営体制の
相違を調整することができ各参加大学における取組改善を促進することができた。

5-5 公開シンポジウム
市民公開シンポジウムにより本取組の公表と普及につながり、国際シンポジウムでは米国の事例に基づ
き医師、看護師、薬剤師、医学物理士に関するがん教育体制や教員養成の方向性、コメディカルの役割に
ついて討議し、今後のがん教育の改善に関する知見が得られた。

5-6 がん治療センター関連診療科会議
本学がん治療センターにおける関連診療科と協議し、実地修練プログラムに関する教員の意識改善を図
ることができた。

5-7 オーガナイザーミーティング
各連携大学院でのオーガナイザーミーティングにおいて、本取組申請時に策定した当初養成プログラム
を再点検する過程で、授業担当教員のがん教育に対する意識向上が図られた。
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5-8 FD (Faculty Development) 研修会の開催
FD（Faculty Development）研修会については次年度開催予定。

5-9 連携大学院・協力病院へのテレビ会議システムの整備
連携大学院にテレビ会議システムを配備することで、遠隔教育やテレビ会議を試行し、次年度以降の教
育研究の実施体制の強化を図ることができた。

5-10 インテンシブ・コースの実施
インテンシブ・コースを開催したところ参加者の学習意欲が非常に高いことが明らかとなった。受講カー
ドの作成は高い出席率を維持する一助となった。

5-11 国内外研究機関への FD 研修派遣
FD 研修派遣として米国の医学物理士養成課程に 1 名派遣し、帰国後の当該分野における教育研究等に関
する指導強化を図った。

5-12 大学院入学試験の実施
次年度に向けてがん専門医師、がん専門看護師、がん専門薬剤師、医学物理士の各養成コースの大学院
入学試験と医学物理士インテンシブ（基礎）・コース選考を実施した。

5-13 全体会議の実施
全体会議は運営委員会に代えることとした。
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6. 設備備品費補足表
拠点テレビ会議システム専用機器一式（運営委員会等がんプロ専用）
Web カメラ付専用 PC（機器ｶｽﾀﾏｲｽﾞ費用含む）

30 台

10,500 千円

H19.10.15

本設備備品は、選定事業における専門医養成コース、コメディカル・コースに係る各医
療連携機関及び各研究機関における、教育研修体制の確認と指導方法の徹底、並びに各種
委員会を行うことを目的として、各コースを実施する機関の、指導者側が教育研究環境強
化のために機器設置を行うものである。
特に 19 年度は本拠点整備のため、試験的運用を行いつつ、各機関（3 大学、5 医療機
①

関及び順天堂 6 付属病院）での 20 年 4 月からの大学院コースワーク及び各委員会が円滑
に実施できるよう整備する。また利用頻度は、本年度は各コース学生募集前でもあり、毎
日×数分程度の試験運用を予定しているが、次年度より本取組が本格化するに伴い、将来
的（次年度以降）は常時接続体制になる見込みである。
なお、同設備はカメラ付という特殊な装置であり、情報管理の面からも既存設備への改
造より、専用機器であることが好ましく、学内には本システムに代替できる設備備品がな
い。また、同設備を借入した場合、金利等手数料を含めると購入したほうが経済的であり、
金利手数料分で他の設備が購入可能なことからも初年度一括購入がより経済効率が良い
と判断した。
情報管理用 PC（HP サーバー機）

一式

1,000 千円

H19.10.15

本設備備品は、選定事業における専門医養成コース、コメディカル・コースに係る情報
管理用に特別に用意し、データベース構築を行うことを目的として、各コースの、教育研
②

究環境強化のために設置を行うものである。
利用頻度は、稼働とともに常時接続体制になる見込みである。
なお、同機器で、各連携機関の情報管理を行うことから、外部への情報流出がないよう
なセキュリティを構築する。同等機能を有する代替設備は学内になく、より安全面を徹底
させるためにも設備を購入し、また本学情報センターのセキュリティ管理下で一層の安全
環境を徹底させたい。
連携大学院・病院 PC (研究用がんデータベース構築・管理用)

9台

2,700 千円

H19.10.15

本設備備品は、選定事業における連携大学院、連携医療機関に係るカリキュラム管理用
に特別に用意し、がんプロフェッショナル事業に特化した情報管理を行うことを目的とし
③

て、各機関の、指導環境強化のために設置を行うものである。
利用頻度は、稼働とともに常時接続体制になる見込みである。
なお、同設備は、「がん」という特殊な情報を扱うため、入力・管理の専用機器である
ことが望ましく学内の同等品での対応は管理上適切ではないと判断した。また設備借入で
の対応は、借入期間満了後、秘匿情報が外部に流出ということも想定されることから、安
全面を考慮し、設備の購入が適当と判断した。
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通信教育システム
遠隔学習支援システム一式及び 3eConference License 一式

28,200 千円

H19.12.15

本設備備品は、選定事業におけるがん生涯教育センターで実施する授業に係る他の大学
院・医療機関において受講することを目的として、通信教育に関する環境の整備を行うも
④

のである。特に 19 年度は本拠点整備のため、試験的運用を行いつつ、各機関（3 大学、5
医療機関及び順天堂 6 付属病院）での 20 年 4 月からの大学院コースワーク及び各委員会
が円滑に実施できるよう整備する。また利用頻度は、本年度は各コース学生募集前でもあ
り、毎日×数分程度の試験運用を予定しているが、次年度より本取組が本格化するに伴い、
将来的（次年度以降）は常時接続体制になる見込みである。
なお、同システムは、新規システムのため学内に代替できるものがなく、またセキュリ
ティ確保の観点から購入での導入がより安価であり、経済効率が良いと判断した。
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がん医療医学者養成
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1. 概

がん医療医学者養成インテンシブ・コース

要

1-1 学修目標
がん専門家に必要とされる基礎腫瘍学総論、臨床薬理・臨床試験概論、臨床腫瘍学総論Ⅰ（がん治療の
現状、基本的治療法、悪性腫瘍の進行度による臨床分類学と予後判定、外科治療の適応と限界、放射線治
療と化学療法の適応・具体的方法と評価・副作用・緩和ケアなど）、臨床腫瘍学総論Ⅱ（脳神経、頭頸部、
呼吸器、乳腺、消化器、泌尿器、婦人科、血液、小児、骨軟部、精神などと腫瘍）、放射線診断学につい
て学習する。なお、コメディカル・コース、インテンシブ・コースの共通科目である。
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2. 授業内容
2-1 基礎腫瘍学総論（がんの生物学）
(a)担当教員
分子病理病態学

教授

樋野興夫

(b)日時，場所
12 月 7 日（金）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
腫瘍の概念、腫瘍の病理学的分類、腫瘍の形態と構造、腫瘍の発生と進展、腫瘍の臨床、細胞同期、
アポトーシス、がん遺伝子とがん抑制遺伝子

2-2 基礎腫瘍学総論（腫瘍免疫学）
(a)担当教員
免疫学

教授

奥村

康

(b)日時，場所
12 月 5 日（水）

10 号館 10 階 1021CF

(c)授業内容（概要）
免疫学の基礎のおさらい、抗腫瘍免疫によるサーベイランスとがんによる免疫抑制、抗腫瘍細胞性免
疫によるがん治療、抗体を用いたがん治療、抗腫瘍免疫療法の展望と問題点

2-3 基礎腫瘍学総論（がんの発生，疫学，スクリーニング，発がん予防）
(a)担当教員
疫学・環境医学

教授

稲葉

裕

(b)日時，場所
1 月 11 日（金）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
発がんと環境因子、遺伝子スクリーニング、遺伝カウンセリング、がんの一次、二次、三次予防
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2-4 基礎腫瘍学総論（病理学・臨床検査医学・分子生物学）
(a)担当教員
分子病理病態学

教授

樋野興夫

(b)日時，場所
12 月 17 日（月）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
生検、がんとバイオマーカー

2-5 臨床薬理・臨床試験概論（がん薬物療法と臨床試験Ⅰ）
(a)担当教員
臨床薬理学

教授

佐瀬一洋

(b)日時，場所
12 月 12 日（水）

10 号館 9 階 903CF

(c)授業内容（概要）
第 I 相試験、第 II 相試験第 III 相試験有効性と安全性の評価

2-6 臨床薬理・臨床試験概論（がん薬物療法と臨床試験Ⅱ）
(a)担当教員
臨床薬理学

教授

佐瀬一洋

(b)日時，場所
12 月 14 日（金）

10 号館 9 階 903CF

(c)授業内容（概要）
臨床試験と個人情報保護、知的財産権研究の科学性確保と組織論生物統計、医師と薬事法医師と GCP
医薬品審査承認の仕組み治験責任医師の責務インフォームドコンセント
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2-7 放射線診断学
(a)担当教員
放射線医学

准教授

白石昭彦

(b)日時，場所
1 月 21 日（月）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
画像診断総論、病期分類と画像診断（脳神経、骨・関節・軟部、胸部、消化器、泌尿生殖器）、読影
実習

2-8 臨床腫瘍学総論Ⅰ（外科腫瘍学）
(a)担当教員
上部消化管外科学

先任准教授

梶山美明

(b)日時，場所
1 月 9 日（水）

10 号館 9 階 903CF

(c)授業内容（概要）
がんの悪性度、がんの進行度と生存率、がんの検査法、がん治療法の選択、がん外科治療の実際、が
んの転移・再発、手術とリスク（術後合併症など）

2-9 臨床腫瘍学総論Ⅰ（放射線腫瘍）
(a)担当教員
放射線医学

先任准教授

唐澤久美子

(b)日時，場所
1 月 23 日（水）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
放射線による腫瘍制御の原理、放射線治療の役割と併用療法、治療方針の決定とそれに関わる因子、
放射線治療の方法、放射線治療に伴う有害反応、放射線治療各論
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2-10 臨床腫瘍学総論Ⅰ（抗がん剤治療：薬物療法）
(a)担当教員
客員准教授

癌研有明病院

高橋俊二

(b)日時，場所
1 月 17 日（木）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
化学療法の歴史、化学療法の作用、抗がん薬スクリーニング、術前・術後化学療法、多剤併用化学療
法、化学療法に関する各種理論

2-11 臨床腫瘍学総論Ⅰ（生物学的治療法など）
(a)担当教員
血液内科学

先任准教授

杉本耕一

(b)日時，場所
1 月 24 日（木）

10 号館 9 階 903CF

(c)授業内容（概要）
サイトカインと細胞療法、抗体療法、分子標的療法

2-12 臨床腫瘍学総論Ⅰ（支持療法）
臨床腫瘍学総論Ⅰ（腫瘍随伴症候群）
(a)担当教員
呼吸器内科学

教授

高橋和久

(b)日時，場所
1 月 16 日（火）

10 号館 9 階 903CF

(c)授業内容（概要）
悪心・嘔吐：好中球減少、血小板減少：貧血：血管外漏出
腫瘍随伴症候群の病態、分類、特徴
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2-13 臨床腫瘍学総論Ⅰ（緩和医療学総論Ⅰ）
(a)担当教員
疼痛制御学

先任准教授

井関雅子

(b)日時，場所
12 月 19 日（水）

10 号館 9 階 903CF

(c)授業内容（概要）
全人的苦痛について、がんの痛みの発生頻度と特徴/痛みの機序と性状、痛みのアセスメント、WHO
のがん性疼痛緩和の基本的な考え方、麻薬を中心とした鎮痛薬の使用法

2-14 臨床腫瘍学総論Ⅰ（緩和医療学総論Ⅱ）
(a)担当教員
疼痛制御学

先任准教授

井関雅子

(b)日時，場所
1 月 8 日（火）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
鎮痛補助薬や神経ブロックによる疼痛緩和法、抑鬱、不安、譫妄の症状コントロール、消化器系と呼
吸器系の症状コントロール、骨転移、泌尿器系、皮膚、口腔内の症状コントロール、理学療法による
ADL や QOL の維持療法

2-15 臨床腫瘍学総論Ⅰ（腫瘍関連救急）
(a)担当教員
救急・災害医学

教授

射場敏明

(b)日時，場所
1 月 15 日（火）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
がん関連救急、抗がん剤による急性有害症状に対する対応
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2-16 臨床腫瘍学総論Ⅰ（栄養補給）
臨床腫瘍学総論Ⅰ（リハビリ）
(a)担当教員
小児思春期発達・病態学

先任准教授

リハビリテーション医学

教授

永田

智

長岡正範

(b)日時，場所
2 月 1 日（金）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
がん患者における栄養補給
作業療法、言語療法、嚥下療法（がん患者に対するリハビリテーション）

2-17 臨床腫瘍学総論Ⅱ（消化器腫瘍学、肝胆膵含む）
(a)担当教員
消化器内科学

助教

加藤順子

(b)日時，場所
2 月 8 日（金）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
腫瘍縮小効果と生存期間の対比多剤併用化学療法外来化学療法への推移セカンドラインの積極的な導
入、集学的治療による延命有害事象に対する対策高齢者に対する化学療法他施設参加の臨床第Ⅲ相試
験の重要性

2-18 臨床腫瘍学総論Ⅱ（呼吸器腫瘍学）
(a)担当教員
呼吸器内科学

教授

高橋和久

(b)日時，場所
1 月 10 日（木）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
肺がん、中皮腫の分子病態肺がん、中皮腫の検査計画、治療計画と患者への説明肺がん、中皮腫の標
準的治療、肺がん、中皮腫の化学療法と分子標的治療治療の効果判定肺がん、中皮腫化学療法に支持
療法
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2-19 臨床腫瘍学総論Ⅱ（乳腺腫瘍学）
(a)担当教員
乳腺・内分泌外科学

先任准教授

齊藤光江

(b)日時，場所
2 月 5 日（火）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
乳がんの基礎研究の進歩、乳腺疾患の鑑別診断、乳がんの病理、乳がんの外科治療、乳がんの薬物療
法、乳がんの放射線療法、乳房再建術、乳がん薬物療法に用いる薬剤の薬理、乳がん患者の緩和ケア・
スピリチュアルケア、乳がんの EBM/臨床試験、乳がんの集学的治療におけるチーム医療の理解

2-20 臨床腫瘍学総論Ⅱ（血液腫瘍学、リンパ腫瘍学）
(a)担当教員
血液内科学

先任准教授

杉本耕一

(b)日時，場所
2 月 7 日（木）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
白血病の病態と治療、リンパ腫・骨髄腫の病態と治療

2-21 臨床腫瘍学総論Ⅱ（泌尿器腫瘍学）
(a)担当教員
泌尿器外科学

准教授

荻島達也

(b)日時，場所
1 月 25 日（金）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
精巣腫瘍の化学療法・放射線療法、腎細胞がんの免疫療法・化学療法、膀胱がんの化学療法・免疫療
法・放射線療法、前立腺がんの内分泌療法・化学療法・放射線療法、副作用対策、緩和医療、栄養補
助、QOL 評価方法
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2-22 臨床腫瘍学総論Ⅱ（婦人科腫瘍学）
(a)担当教員
産婦人科学

教授

竹田

省

(b)日時，場所
2 月 6 日（水）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
子宮頸がんの病因、診断、治療、子宮頚がん検診、NAC 療法、予防ワクチン、子宮体がんの病因、診
断、治療、化学療法、ホルモン療法、卵巣がんの病理および特徴、診断、手術療法、卵巣がんの化学
療法、標的療法、緩和ケア、外陰がん、腟がんの診断、治療、絨毛がんの診断、管理法、化学療法、
子宮肉腫の診断、治療、その他のがん

2-23 臨床腫瘍学総論Ⅱ（頭頸部腫瘍学）
(a)担当教員
耳鼻咽喉科学

教授

池田勝久

(b)日時，場所
1 月 28 日（月）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
頭頸部腫瘍の症状・診断、頭頸部腫瘍の治療、口腔がん、鼻副鼻腔がん、上咽頭がん、中咽頭がん、
下咽頭がん、喉頭がん、甲状腺がん、その他のがん、頸部リンパ節転移

2-24 臨床腫瘍学総論Ⅱ（骨軟部腫瘍学）
(a)担当教員
整形外科学

准教授

鳥越知明

(b)日時，場所
1 月 29 日（火）

9 号館 2 階 8 番教室

(c)授業内容（概要）
骨軟部腫瘍に対する診断と治療

22

第2編

平成 19 年度

がん医療医学者養成インテンシブ・コース

2-25 臨床腫瘍学総論Ⅱ（小児腫瘍学）
(a)担当教員
小児思春期発達・病態学

准教授

齋藤正博

(b)日時，場所
2 月 20 日（水）

10 号館 9 階 903CF

(c)授業内容（概要）
小児腫瘍概論、小児腫瘍に対する治療：化学療法・外科治療・放射線療法・支持療法、各論：血液腫
瘍・悪性リンパ腫：脳腫瘍：固形腫瘍、緩和医療

2-26 臨床腫瘍学総論Ⅱ（脳神経腫瘍学）
(a)担当教員
脳神経外科学

教授

新井

一

(b)日時，場所
1 月 7 日（月）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
脳腫瘍概論・脳腫瘍各論（グリオーマなど）

2-27 臨床腫瘍学総論Ⅱ（がんの精神社会的側面/精神腫瘍学）
(a)担当教員
精神・行動科学

教授

新井平伊

(b)日時，場所
1 月 22 日（火）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
精神腫瘍総論：がんの精神症状、告知、適応障害、終末ケア、精神腫瘍各論：ケーススタディ、告知
の仕方、告知の適否
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2-28 チーム医療
(a)担当教員
乳腺・内分泌外科学
分子病理病態学

教授

先任准教授

齊藤光江

樋野興夫

(b)日時，場所
2 月 12 日（火）

8 号館 1 階 3 番教室

(c)授業内容（概要）
がん診療の特徴、チーム医療とリーダーシップ、チーム医療実践の課題
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1. 概

内容

要

1-1 名 称
順天堂大学
がん生涯教育センター、附属病院がん治療センター開設記念

市民公開シンポジウム

「がんの克服へ」

http://www.juntendo.ac.jp/graduate/laboratory/labo/cancer/lecture/l_01.htm

1-2 日時、場所、対象
開催日時： 平成 19 年 10 月 22 日（月）14：00～16：30
本郷キャンパス

有山登記念館 3 階講堂

開催場所：

順天堂大学

参加対象：

一般の方、大学院生、学部学生、一般教職員、学外者（自由参加、入場無料）

1-3 内 容

第
一

がんに対する順天堂の取組み

小川

秀興

順天堂大学理事長、学長

がん生涯教育センターについて

木南

英紀

医学研究科長

がん治療センターについて

林田

康男

がん治療の現状と展望

鶴丸

昌彦

乳腺センターにおけるがん治療

齊藤

光江

がん治療センター先任准教授

がん治療の集学的チーム医療

高橋

和久

がん治療センター教授

部

唐澤久美子

第
二
部

26

ネータ・がん治療センター教授

がん治療センター先任准教授

パネルディスカッション
～今、がん治療で必要とされることは何か～
おわりに：
がん生涯教育センターの時代的意義

1-4 参加者の概要
参加者数

がん治療センター長
がん生涯教育センター主幹コーディ

366 名

樋野

興夫

がん治療センター教授

第3編
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1-5 主催、後援
主催：順天堂大学

がん生涯教育センター

後援：新潟大学、東京理科大学、明治薬科大学、立教大学

1-6 アンケート回答数
アンケート回収：192 名分
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2. がんに対する順天堂の取組み
（学校法人順天堂理事長・順天堂大学長

小川秀興）

皆さん、よくおいでいただきました。昨日、今日

整備して、これだけはしっかり習得してほしいとい

と見事な秋晴れの日が続きます。今日、ここに順天

うものを再点検いたしました。もっとも、医学部は

堂大学は、がんのプロフェッショナル、がんの専門

どこの大学の医学部を出た者であれ、全国統一国家

医、がん専門研究者、がん専門医療従事者育成のた

試験がありまして、これに合格しないと医師として

めのプロジェクトを立ち上げました。幸い文部科学

認められないわけでありますから、通りさえすれば

省から採択を頂きました。したがいまして、ここで

いいという考えもあります。また逆に出来の悪い人

医療関係者のみならず、一般社会の方々も交えまし

は通れないということもあります。しかし、本当に

て、都民公開講座というかたちでお話をさせていた

そのレベルはどの辺りに置いたらいいかというこ

だきます。

ともディスカッションされました。
それから学生の教育、あるいは大学院生の教育に
ついて、将来 10 年後、20 年後、30 年後、50 年後
を担うような若き人材を、全国にあまたある 80 の
大学でいかように実習させ、そして診療の現場で豊
かな教育ができるか、安全な治療に参画できるかと
いうことも問われました。
また、新しい臨床研修、大学病院について、どこ
の大学を出ても、全国にネットワーク、インター
ネットで公開されまして、この大学で研修を受け入
れます、何人受け入れます、この病院では何人受け

日本の医学教育は、かなりのトップ教育がなされ

入れますということが極めてフェアに選択されて

ているのですが、さらなる改善はいかようにあるべ

おります。そのようにして集まった新しい医師をい

きか、充実させるにはどうしたらいいかという調査

かように教育していくか、そのコアとして大学病院

研究協力者会議を、文科省の主導で、厚労省、そし

の果たす重要な役割、根幹は何かということも問わ

て総務省も参画いたしまして、平成 17 年から 19

れました。

年の約 2 年の間討議してまいりました。私はその一

それから同時にたくさんの専門家を育成しなけ

員として、最終報告をまとめた責任の一端を担う者

ればいけません。専門家をどのようなかたちで専門

であります。

的に教育していくか。そして、また専門に分かれて

まず医学部に入ってくる入学者の学力は大変大

いる人ばかりの集団では、日本の医療は危ういもの

切だが、果たしてそれだけでいいのか。豊かな感性、

があります。総合的にものを見られる人をいかよう

教養のある人物を選び、そしてそのように育成して

に育成していくか。順天堂大学では高度に分化した

いくべきであろうということが答申されました。教

専門家がたくさんの科に分かれて、わかりやすい言

育者、研究者の養成等の医学教育をさらなる改善を

葉で診療を行っておりますが、同時に総合診療科と

図っていこうということであります。

いって、自分はどこにかかっていいかわからない人

全国に国公私立 80 の医師養成機関、医学部を有

28
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する大学がありますが、その大学各々の特性は特性

臨床研究は、日本が世界に冠たる医療大国として

として保ちつつ、モデルとなるコアカリキュラムを

文化、文明のリーダーとして、そして平和的な科学
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技術である医療をこの日本からいかように発信し

して、その課題の中の最も最たるものの 1 つにがん

ていくか、日本発の医療材料、医薬品、そして大き

プロフェッショナル養成プランがありまして、これ

な診断用、治療用の機器が平和的に世界の恵まれな

も公募されまして 18 件、18 大学が選ばれました。

い人々のために供給できるようになっていくため

がんプロフェッショナル養成プランは、国公私立

の臨床研究はいかようにあるべきかということも

大学から申請されましたプログラムの中から質の

整備され、提言されました。

高いがんの専門医等を養成しうる内容を有する優

そして何よりも教育研究病院として大学病院の

れたプログラムに対して、国として、国民として財

役割を適切に果たすための組織体制を常に見直し

政的な支援を行って、大学の教育の活性化を促進し、

ていこう。当たり前のことなのですが、これで終わ

今後のがん医療を担う医師、医師のみならず看護師、

りということはなくて、日々、日進月歩、常に見直

技師、その他心理療法士等も含めまして全サイエン

していこうということです。

ス、文化系、理科系も含めましての英知を結集する

そして、スライドの 9 番目にありますが、たくさ

ようなプログラムをどのようなプランをお持ちで

んいる女性の医師が働きやすいような環境を、果た

すかということが公募されまして、要請に合致する

して大学、そして社会は、これを備えているであろ

ものが採択されたわけです。

うかということも徹底的に見直し、また社会に提言
していこうということが行われました。
これが、文科省が中心となって現場で働く大学人、
医療関係者、有識者、そして一般の患者さんの代表
までも入れまして、いろいろな観点からまとめ上げ
たポイントでございます。

これは全国に地域的な配慮もかなりなされてお
りまして、九州では九州大学、北海道では札幌医科
大学と拠点が定められました。
首都ですが、東京では東京大学、東京医科歯科大
学、順天堂大学の 3 つが拠点校となりまして、それ
ぞれ共同支援研究を行う大学のマッチングが行わ
その中で大きなコアになったものは大学院教育

れました。東京医科歯科大学は、東京工業大学・日

改革です。大学の教育はだいたい今の話ですが、そ

本医科大学と連携をとっております。順天堂大学は、

れが終わった後、大学院としてどのようなユニーク

化学、薬学、物理学等々の広いバックグラウンドを

な、あるいはスタンダードなうえに特色を持った大

持つ東京理科大学・明治薬科大学・立教大学、そし

学院教育を展開していくか、専門家を育成していく

て北陸の名門大学であります新潟大学とも連携を

かということが、全国公募されました。今はどの大

とり、一緒になってがん専門家の養成を行います。

学だから研究費がもらえるというのではなくて、医

順天堂大学と新潟大学は、研究者間の交流も大変盛

学部長、学長等の責任において大学をまとまめまし

んであり、つながりがあります。

て、このような姿勢で我々は臨みますということを
申し出て、選考委員会において八十数件の中から

そういうわけで、このようなグループを形成しま
す。

16 大学が選ばれたわけです。ここに順天堂大学の

その目指すものは実践的で、学問は医学をコアと

大学院教育はたくさんの課題を掲げております。そ

しますが、医学をコアとしながら、横断的に看護学
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も心理療法も物理学、化学、薬学も横断するような

以上、やや長きにわたりましたが、私の順天堂に

研究者、学者がともにすばらしいがん治療の現在を

おけるがんの教育はかくあるべし、目指します眼目

担い、そして将来の発展を果たすような人材を育成

についてお話し申し上げました。どうか皆さん、よ

していくのに協力し合う。

ろしくお願いいたします。以上です。

そしてまた、本日ここにいちばん強調したいのは、
社会の皆様とのチャンネルも大いに広げて、社会の
現場の、患者さんの、患者さんのご家族の方々の意
見も取り入れながら、我々現場の人間はともに手を
携えて進んでいこうというのが眼目であります。
まずその人材教育、専門的な世界をリードするよ
うな人材をここにおいて育成するということです。
何と言ってもコアはがんの治療です。皆さん、お
話しするまでもなく、日本には癌研究所、国立がん
センターのみならず、各県に県立がんセンターが治
療コアとしてたくさんあります。順天堂のこのがん
プログラムは癌研、あるいはがんセンターといくつ
かの都立病院等々とも人材の交流を図りながら、静
岡県立がんセンターとも図りながらやっていくわ
けです。
癌研などではなかなかもって難しいこと、大学で
できること、それは何かといいますと、がんは何々
がんというものがあるわけですが、その患者さんに
は必ずと言っていいほど合併症がある。がんは胃の
がんであるが、高血圧がある、動脈硬化がある、あ
るいは糖尿病がある、腎炎がある。そういうところ
を全人的に、全学的にとらえて、かつそれを正確に
とらえたうえで、その人の抱えるがんの治療を行っ
ていくという総合的な診療科をもっているという
ことです。たくさんの専門科があって、また総合的
に臨床を診られる施設は大学附属病院であります。
そこの中において患者さんを全専門的、全診療科が
共同、協力して治療することを大きなコアとして、
がんだけを診て、他を顧みずということのなきよう
に、そのような教育をしていくのが、大学において
このような拠点が定められ、しっかりやっていただ
きたいというのが国、文科省の要請でありますし、
私どももそれを真摯に受け止めて、順天堂、東京の
ど真ん中の本郷、全国のど真ん中にある大学病院と
いたしまして、全国からここに学ばんとするものは
どこの大学を卒業しようとも、どこの病院で研修を
受けようとも、ここにおいて参集して、ともに最新
の、そして心の通ったがん治療学を学んでほしいと
いうのが、私どもの眼目であります。
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3. がん生涯教育センターについて
（順天堂大学大学院医学研究科長

木南英紀）

それでは私のほうからもう少し詳しく、「実践的
横断的『がん生涯教育センター』」を立ち上げまし
たので、これについてご説明申し上げたいと思いま
す。
いま小川理事長・学長からお話がありました、本
年度から公募が始まりましたがんプロフェッショ
ナル養成プランであります。今がんで亡くなる方は
すべての疾患の第 1 位を占めております。しかしが
んを横断的にあるいは集学的に診療できる専門家
が全国ではまだ少ないということで、その養成が急
務であるという背景があります。

この図 1 枚でがん生涯教育センターのことをご
説明いたしたいと思います。がん生涯教育センター

そこで患者中心のチーム医療ができる医師ばか

はもちろん人材養成の拠点と位置づけております。

りではなくて、コメディカルも含めたがん医療者、

この拠点では大学院と大学病院が一体化して専門

従事する者を養成していこうということで、それに

家を育成することになりますので、したがいまして

対して国として支援していくということでありま

大学院生としていずれのコースも入学していただ

す。

くことになります。

すでにお話がありましたとおり、できるだけ多く

この中ではいま 4 つのがん専門家養成コースを

のがん専門家を育てるため、大学間連合で申請する

用意しております。がん専門医師の養成コース、が

というのが特徴であります。例えば北里大学が主幹

ん看護専門看護師の養成コース、がん専門薬剤師の

校になりまして、このように慶應大学をはじめ 7 大

養成コース、放射線治療に必須であります放射線医

学、医学部を持つ大学がそのうち 5 つ入っておりま

学物理士の養成コースであります。

す。九州地区は九州地区の 12 大学、うち医学部を

先ほども少しお話がございましたが、がん専門薬

持つ大学は 10 大学で、九州地区全体のがんのプロ

剤師のほうは東京理科大学と明治薬科大学との共

フェッショナルを養成するという申請の仕方をし

同により、放射線医学物理士は立教大学と共同して

ております。

養成していく。医師は順天堂大学および新潟大学で、

そういった中で順天堂の場合は、順天堂大学、東
京理科大学、明治薬科大学、立教大学連合というか
たちで申請をいたしました。その後に新潟大学にも
参加していただきました。

看護師は本学の医療看護学研究科で育成していく
ということでスタートしています。
大学院コースのみならず、ここにありますような
インテンシブ・コースも用意しております。これは
例えば外科の専門医を持っているが、さらにがんの
ことについて短期間ではあるけれども研修したい
という要望に応えるために、4 年間あるいは 3 年間
というプランではなくて、もう少し短期で専門教育
を行っていくコースです。
臨床の修練を受け入れるに当たっては大学病院
にありますがん治療センターが研修の場になりま
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す。大学院と病院との一体化した教育を行っていこ

ながんの臨床まで、ここで体系的に勉強していただ

うということであります。これを修了した人たちは、 く。これには医師のみならず、コメディカルを目指
さらに高度がん医療を目指して大学、あるいは連携

す方々もこれを勉強していただくことになると思

するがん専門病院、センターで研修を行うことにな

います。

ります。そしてその修了生たちが次の研修生の教育
を支えていくという循環型になります。
また修了した方々は地域に出ていって、地域のが
ん医療の質の向上を図ることになります。
がん教育は大学だけで完結するものではありま

それからチーム医療の実習、これは合宿も兼ねて
おりますが、医師、コメディカルが一体となって
チーム医療を実施していただく。
その後に医師の方々はこのようにがんの治療で
必修になっております外科療法、病理、緩和医療、

せんので、このようながん専門病院、海外の医療機

化学療法、放射線療法をローテーションしていただ

関あるいは大学と連携しながら教育、研修を進めて

いて、全部を一度勉強していただく。その後にこの

いくことになります。

中のどれかを選択していただいて、より深く勉強し

もう 1 つは、このがん生涯教育センターでは、こ
こに学是と書いてありますが、私どもの大学は「仁」

ていただく。国内の他の連携病院でもけっこうです
し、海外に出て研修してもけっこうです。

即ち、「人在りて我在り、他を思いやり慈しむ心」

しかし大学院コースですので、やはり研究も大事

を学是としております。これは医療においても非常

であります。特にがん医療におきましてはどんどん

に大事なことと思っておりますので、それをこのが

とがんの医学・医療の研究・開発は進歩いたします。

ん教育の中でも生かしていきたい。またこの心を社

その進歩をキャッチアップして、それを自分のがん

会の人たち、市民の方々、あるいは患者さんとも共

の医療に生かしていくためには、どうしても研究が

有して、ともに学ぶ環境を整備していきたいと考え

外せないわけです。この生涯教育センターの中で

ております。

じっくりと研究をしていただく。いくつかの大学連

今日、行われました市民公開講座もその中の一環
と考えていただければ幸いでございます。

合の中で共同研究を進めながら合同で研究を発表
するとか、合同の勉強会の企画をいま考えていると
ころであります。
がん生涯教育センターの設置の目的であります
が、質の高いがん医療チームのコアメンバーを養成
する。その実践的な教育研究の拠点を形成したい。
そしてがん研究に必要な科学的な思考法、あるい
は研究方法論を体系的に学習できる拠点としてい
く。
第 3 に高度化するがん医療の再教育の場として
の拠点としていきたい。これを出た方は優れた医療
をできる地域の拠点を、最終的には強化することに
なるだろうと思っています。

32

これは実際の教育のカリキュラムです。少し込み

第 4 に先ほど申しましたように地域、市民や患者

入っていますが、簡単にご説明いたしたいと思いま

さんと医療者との交流の場を提供していきたい。こ

す。これは大学院の中でがんの専門家、特に医師養

れががん生涯教育センターを設置した目的でござ

成カリキュラムのことを中心に書いておりますが、

います。

横軸は学年進行を示しております。縦軸は専門性の

今後の予定でございます。今日のような公開シン

深度、深さを示しております。入学したときにがん

ポジウム、これを第 1 回目といたしまして、次々と

の包括的な講義をまず勉強していただいて、がんに

新しい企画を立てていきたいと思います。そのご案

対する基礎的な知識をしっかりと勉強していただ

内は新聞、あるいはホームページ、その他ポスター

く。発がんメカニズムから始まりまして、いろいろ

等でご案内いたしますとともに、生涯教育センター
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の活動報告をいろいろな媒体で紹介していきたい
と思っております。これは 1 月に行う大学院の入学
試験です。又、いま教材をつくるべく、がん医療コ
アカリキュラムという本の刊行を進めております。
とりあえず生涯教育センターでの教材としてつく
りますが、全国のがんプロフェッショナル養成コー
スの共通の教材として使っていただけることを期
待しております。
本格的には 4 月以降、コースの授業を開始すると
いうかたちで進めていきたいと思います。ぜひこの
生涯教育センターをご理解いただきまして、ご支援
をいただきたいと思います。以上でございます。
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4. がん治療センターについて
（順天堂大学医学部附属順天堂医院がん治療センター長 林田康男）

にチーム医療をするかということかと思います。例
えばがんの患者さんの治療はもちろんでございま
すし、多臓器にがんが見られる患者さん、胃がんと
肺がんを併存している、あるいは肺がんでありなが
ら脳に転移している、あるいは乳がんで骨に転移し
ている、そのような患者さんの場合には脳の専門家、
あるいは整形外科なり、ペインなり、痛みを和らげ
る科のチームと一緒になって患者様を診るという
ことでございます。
これらのがんの治療とは別個にいわゆるターミ
私は今年度の 9 月 18 日に開設いたしました順天

ナルケアあるいは緩和ケアを目的とした患者さん

堂がん治療センターにつきましてお話ししたいと

への対応が、やはりこれはがんの治療として非常に

思います。

大事な一端であろうかと思います。特に順天堂では

従来、がん治療は順天堂大学におきましては、そ

もともと相談支援センターというのがございます

れぞれの診療科で十分行われているのが現状でご

が、それも今回、がん治療センターの中に入りまし

ざいますが、実際には今までのお話にありましたよ

た。緩和ケアを含めた相談支援センター、自分の家

うに、横のつながりを持った、その治療が実際には

の近くにどんな病院があるだろうか、どんな医療施

円滑に行われていないというのが現状かと思いま

設があって、どんなことをしてくれるのかといった

す。それを円滑に行うということ、さらに後ほどお

情報もがん治療センターで行えるというかたちで

話し申し上げますが、がん治療の中にはがんの治療

ございます。

をするということでなく、がんの終末期をきちんと

がん治療センターにおける治療の流れでござい

迎えさせるということもがん治療の一環であろう

ます。先ほどお話がありましたように、本当に狭心

かと思いますので、そこの辺りのお話をしたいと思

症や心筋梗塞などを持っているがんの患者さんは

います。

循環器内科のチームが、透析をしている患者さんで、

順天堂がん治療センターは 4 月 1 日に開設され、
実際に開院いたしましたのが 9 月 18 日で、すでに

慢性呼吸器疾患などを持っている患者さんは呼吸

何人かの患者さんにはご利用いただいております。

器内科のチーム、もちろん肝機能障害などを持って

右側の下の写真を見ていただきますと、7 人の者が、

いる患者さんは消化器内科のチームが一体になっ

いつもあのようなかわいらしい笑顔で迎えており

てがん治療をセンターで行うということでござい

ますので、ぜひご利用いただきたいと思います。

ます。

がん治療センターでのがんの集学的な治療、従来、

ですからがん治療センターでは各臓器別専門医

集学的治療は言葉としては使われているのですが、

が 1 カ所に常に集まりまして、1 人の患者さんにつ

実際にはどんなものかということで、簡単に皆さん

いて、まず最優先すべき病態は何か。心筋梗塞を治

方にお話ししたいと思います。

してがんの治療に入ろう。あるいはその次に最良の

先ほど小川先生、あるいは木南先生からございま
したいろいろな併存疾病を有する患者さんをいか

34

がんを持っている方は腎臓内科のチームが、喘息や

治療は何かということを選択し、治療が開始される
と思われてよろしいかと思います。
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がんの治療方法には外科手術によるもの、内科的
治療の中の化学療法、放射線療法、その他がござい
ますが、これらの治療とは別個に、先ほどお話しい
たしましたが、緩和ケアという基本的には他の医療
機関との連携を常に保って治療やケアを行う。これ
が非常に大事な目的を持っているのではないかと
思います。もちろんそのときには相談支援センター
も一緒になって診るということでございまして、が
ん治療では外科的、内科的治療のほかに緩和ケア、
相談支援センターを含めた、いわゆる集学的治療を
行おうというのが今回の目的でございます。
8 月 28 日に行われたがん患者さんの集まりの、
朝日新聞のニュースがあります。やはり痛みはもう
我慢しない、緩和ケアの充実を訴えるということで、
患者さん、あるいは患者さんの周りにおられる家族
の方は、おそらくここの問題を切実に感じられてい
るのではないかと思います。今日は後ほどご質問も
いただきまして、その問題も含めてお話をしたいと
思います。
どうぞがん治療センターをご利用いただきたい
と思います。
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5. がん治療の現状と展望
（がん生涯教育センター主幹コーディネータ

私に与えられた時間は 15 分ですが、何とか 15
分でまとめてしゃべりたいと思います。
「がん治療の現状と展望」ということでお話をさ

鶴丸昌彦）

死亡率 1 位だったのが、悪性新生物、つまり主にが
んと肉腫がどんどんうなぎ上りに上昇してきてお
ります。

せていただきます。ここにありますように、私は食

男性、女性で分けてみますと、これは部位別に見

道胃外科をやっております。消化器外科です。です

た悪性新生物の年齢調整死亡率、ここは少し問題で

からがんの一般的な治療と言っても、これは非常に

す。年齢調整死亡率というのはここにありますよう

多くの治療法があるわけですから、主に消化管、特

に、昭和 60 年の人口の年齢分布に換算した表であ

に食道と胃に焦点をあてて、今日はお話をさせてい

ります。そして胃がんはどんどん減っている。これ

ただきたいと思います。

は新聞でよく報道されています。それに対して肺が

厚労省から毎年出る「国民衛生の動向」という小
冊子がございます。そこに出ている表ですが、今年

んが非常に増えてきている。大腸がんも増えてきて
いる。食道がんは横ばい。

は平成 19 年ですから 18 年の平均寿命の推移です。

女性も多少似ておりますが、乳がんという女性の

これは毎年ずっと延びてきております。少しこの辺

特殊性のものもありますが、これも増えてきている。

で 0.1 とか 0.2、短くなったところもありますが、

結果、胃がんは非常に減っているという報道がよく

平成 17 年には男性の平均寿命が 78.56、女性が

見受けられます。

85.52、昨年の平均寿命が、男性 79 歳、女性 85.81

ところが、この年齢調整死亡率が実はくせ者なの

歳です。ですからどんどん延びてきております。ほ

です。よく考えないといけない。これは先ほど申し

とんど半分以上の方は男性でも 80 ぐらいまで生き

ましたように、昭和 60 年の人口の年齢の比率に換

るようになった。高齢化社会とよく言われますが、

算したものなのです。最初にお話ししましたように

これは日本の健康の管理といいますか、こういう衛

平均寿命はどんどん延びています。ですから、現代

生行政、そういったものが非常に発達している証拠

は高齢者が非常に多い。これは実際の数字とは異

であるのではないかと思います。

なってくるわけです。がんは成人病の 1 つでありま
すから、高齢者が多ければ、そのグループ、その集
団にはがんの人が非常に多くなるということで、こ
れを均一化するために年齢分布に換算したもので
す。ですから高齢者が増えれば、年齢調整死亡率は
実数より少なくなって表現されます。

これは死亡率です。毎年毎年人口の配分が変わっ
ていますので、どんどん変わってくるんですが、
1981 年、昭和 56 年を境にして、それまでは脳血管
障害、脳梗塞、脳出血、脳血栓、こういったものが
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きくなってくるわけです。ところが、これが進んで

まで）、生産年齢（15～64 歳）、老年人口（65 歳

まいりますと、リンパ管の中にがんが入ってきます。

以上）と 3 つに区分してみますと、その比率が書い

リンパの流れに乗ってリンパ節に飛んでいくわけ

てあります。これはだいたい先ほど、昭和 56 年で

です。そして血管の中に入ると肝臓の転移、あるい

すからこの辺になると思いますが、昭和 56 年は老

は骨の転移、肺の転移とか、そういう転移が起きて

年人口はだいたい 10 です。ところが平成 18 年は二

くるわけです。

十六点いくつです。ですから倍以上になっているわ
けです。
そうしてみますと、胃がんは減っているという報

例えば、これは食道がんですが、食道がんのここ
の上皮だけ、これはがんが起こっています。そして
その下には、これは粘膜筋板というのがありますが、

道が多いんですが、実際は増えているんです。死亡

それを拡大いたしますと、このがんのすぐ下、ここ

率ですが、年齢調整死亡率はどんどん減っている。

にこういう空洞がございます。これは粘膜固有層と

男性も女性も減っている。ところが実際の死亡数は

いう層ですが、ここの中にリンパ管がありまして、

増えているわけです。ここがからくりがあるわけで

このリンパ管の中にがんの固まりが入り込んでい

す。ですから、ここはよく頭に入れていないといけ

るところです。こういう管を通してリンパ節に転移

ないということを皆様にお知らせしたいと思った

が起こっていくわけです。

わけです。
話がまた少し変わります。がんはどのように進ん
でいくのだろうか。がんは最初は自分の体の 1 カ所
からできてくるわけですが、どんどん大きくなって、

例えば、これはかなり小さいリンパ節です。その
辺縁にこういう転移巣がございます。ですから非常
に小さい転移があるのですね。
これは食道がんの実際の転移です。そしてこのリ

ついにはいろいろなところに転移を起こしてくる

ンパ節は主にこういう血管、動脈に沿ったところに

ということが一般に言われます。がんの進展様式と

分布しているのです。動脈に沿ってリンパ管もある

してはリンパ節、リンパの流れに乗っていくもの。

ということなんでしょうが、最初のがんの部分から

血管の中を通って、いろいろな遠くにミサイルみた

このように近いところからだんだんと遠くなって

いに飛んでいくもの。そして播種。これは種をまく

いく。これがリンパ節の転移の特徴です。

ようにいろいろながんがばらばらと体の中にまか

一方、肺の転移は、このように単純写真でぼこぼ

れていく。直接浸潤というのは、がんのあるところ

こと、このように遠くに飛んでいく。ただよく見て

の隣の臓器にどんどん食い込んでいく。もう少し実

もわからない。例えばこの方とこの方は違う方です

はあるんですが、主にこういう広がり方で進んでい

が、このようにわかりません。

くわけです。

CT を撮ってみるとこのようにぼこぼことある。
こういう状況で肺の転移が診断されます。ですから、
今まではこういう胸の写真だけを撮っていて、ある
とき肺の CT を撮ったら、急にボンと出てきた。えっ、
今までわからなかったのかということはよくある
んですが、これは残念ながら今の画像診断ではある
程度大きくならないとわからないということが 1
つのネックになっております。
あと、これは腹膜の播種という状態です。少し見
にくいかもしれませんが、ここに腸間膜があります
が、ここに小さい粒々がございます。これを種をま
いたような転移といって播種、これも我々が治療に

これを絵にしますと、例えば胃とか大腸とか、消

非常に悩む転移でございます。

化管の内面、内腔の上皮の細胞からこれが出てきま

先ほど申しましたように、現在の画像診断、要す

す。最初はこういうふうにここの局所でだんだん大

るにこういう転移の診断は、非常に小さいときはわ
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からないというのが現実なのです。
いろいろな検査法、例えば画像診断、Ｘ線造影、

主にここの手術療法、放射線療法、化学療法。最近

内視鏡、超音波、シンチグラフィー、CT、MRI、

は化学放射線療法といって、この 2 つのコンビネー

PET、いろいろなものでどのぐらいの進行度かとい

ションでやることがほとんどですが、ほかの治療と

うものを見るわけです。

して免疫療法、温熱療法、分子標的治療、あるいは

これは食道がんの転移があったリンパ節の大き
さを測ったものであります。1999 年で 9254 個のリ

遺伝子治療が今後の治療法として上がってきてい
ます。

ンパ節について、320 個転移があった。この 320 個

ですから先ほどのリンパ節、診断のことを頭に入

について計測してみますと、リンパ節転移があった

れますと、手術の場合は原発巣を含めてできるだけ

ものの長計が平均 7mm である。実際、平均 7mm

広い、しっかりとした切除をすれば、見えないもの

の中の転移巣は 5mm である。これは実際の計測

まで切除範囲内に入れることができる。そういう考

データです。

え方のもとに根治的ながんの治療は広く取る。がん

ただ 1mm、1mm をプロットしてまいりますと、
5mm 以下のリンパ節、転移があっても 5mm なかっ

のところだけではなくて、周りを広く取るという考
え方になっているわけです。

たというリンパ節が実に全体の 37%、つまり 31%

もちろん最近は機能の温存ということを考えて

は 5mm 以下だったんです。これは食道がんです。

機能の温存手術、そして低侵襲手術ということも考

ですから 5mm 以下のリンパ節は術前の診断、ある

えられていますが、基本はこうなのです。

いは体の外からの診断は、診断するのが非常に難し
いというのが現状なのです。
ですから転移がないという診断は極めて難しい。

これは食道がんの生存率ですが、しっかりと広範
に郭清した拡大郭清と、今までのあまり郭清しな
かったものとの生命曲線といいますか、生存率を見

転移があるという診断はいいんですが、転移がある

てみますと、5 年生存率、60 カ月で 50%と 37%、

という診断、結果が得られなかったということしか

これは統計学的に明らかな有意差が出てくるわけ

言えないんです。ですからその中には本当に転移が

ですから、手術としてはできるだけしっかりやった

ないということと、見えない転移がある。両方の可

ほうがいいということになるわけです。

能性を考えておかないといけないわけです。

ところが、先ほどからお話ししますように、手術

ということで、リンパ節の転移は診断が非常に難

では治せないがんがかなり多いわけです。そしてさ

しい。しかし、これはリンパ節だけではなく、血管

らに術後、手術をいたしますと、いろいろな欠落症

の中の例えば肝臓の転移や、そういうのもそうなの

状が出てまいります。胃の手術は特に食事ができな

ですが、例えばリンパ節転移があるなしでがんを手

いとか、直腸の手術の場合は、排便あるいは排尿障

術した場合に治り方が全然違うのです。これは 5 年

害とか、そういったいろいろな症状が出てまいるわ

生存率。5 年たって健全な方は一応がんが治ったと

けですから、手術をしないで治せれば、それにこし

いう考え方で 5 年生存率というわけですが、リンパ

たことはないわけです。

節転移がない人は 80%の確率で治っていた。ところ

あと、どういう治療をやろうか、あるか。そうし

があった人は 3 分の 1 の人しか残念ながら治せな

ますと、やはり放射線治療と化学療法が出てまいり

かった。これが生命曲線です。

ます。放射線治療は手術と同じように局所の当たっ

そしてその中でもさらに数が多い人、少ない人、

たところだけの治療ですから、局所の治療と言える

これでまた生命曲線が変わってきます。ですから 1

わけです。単独の照射あるいは化学療法とコンビ

個から 4 個まで、5 個以上の方は全体の 5 分の 1 の

ネーションでやる方法。それから化学療法、これは

方しか治すことができなかった。5 分の 4 の方は手

全身治療です。主に再発の防止あるいは残存の腫瘍

術したが、残念ながら治せなかったという確率に

に対して、あるいは切除不能のがんに対して、ある

なってくるわけです。

いは手術前の予備治療としてがんを小さくするた

ですからこういうことを頭の中に入れながらが
んの治療はやらないといけないわけです。がんの治
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療をいろいろなことを今はやっているわけですが、

めの治療が今まではやられていました。
しかし最近は放射線治療は成績がかなりよ く
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先ほどの表をまとめましたが、3 年生存率が 48。

非常に強かったものが、かなりきれいに治っていま

私どもの 3 年生存はクリニカル、こちらですね。約

す。

70%、5 年生存率でも 55 ということで、残念なが

例えばこの方は、実は声帯がすぐこの辺ですから、 ら今のところは化学放射線療法、根治療法は手術ほ
手術した場合は声帯も取らなければいけないとい

どの成績が得られていないということであります。

うかなり大きい腫瘍ですが、これに放射線をかける

それでは化学療法ではどうかということです。

ことによって、この方はもう 5 年以上健在です。

これも JCOG というグループの発表ですが、これ

このようにある症例においては、これが全例では

は手術単独と化学療法をコンビネーションでやっ

ないのです。放射線をかけた人が全部治れば、これ

たものがどのぐらい成績がよくなったかというこ

は我々の出番はなくなってしまうわけですが、そう

とを出したグラフであります。これは、5 年生存率

いうわけにはいかない。やはり効くものには効くが、 はこちらのほうがやや上にいっていますが、残念な
効かないものには効かないのです。

がら統計学的に有意差……。有意差が出るには p が

根治的に放射線治療だけ、化学放射線治療だけで

0.05 以下でないといけないんです。0.13 というこ

どのぐらい治せるかということを今はいろいろな

とで、統計学的にはあまり差がないということにな

グループで研究しているわけです。

るわけです。

これは JCOG という日本では非常にしっかりし

ですから残念ながら化学療法を付加しても、この

た組織です。JCOG というところでいろいろな検討

研究では化学療法が効いたという結果が出なかっ

をやっているのですが、根治的な化学放射線治療。

た。これはすべての死亡を含んだ統計であります。

根治的というのはそれだけで治そうという治療で

ところがこれを見方を変えまして、disease free

す。だいたい 50 から 60 ぐらいかけるのですが、施

というのは、要するに再発のない状態がどこまで続

行した症例の 30～40%程度に何らかの救済治療。

いたかということを見てみますと、リンパ節転移が

CR というのは完全に消えたと思われる症例ですが、 なかった人と転移があった人のグループに分けて
3 分の 2 が消えたと思われても、消えたと思われた

みますと、転移がなかった人に関しては化学療法を

ものの半分には再発が出てきてしまった。計算する

やってもやらなくても変わらなかったが、転移が

と、実はこれが 3 分の 2 になるわけですから、もう

あった人に関してやってみると、p が 0.41 というこ

少し多い数になるんですが、一応施行した症例の

とで、これは有意差があった。がんがない時間、再

30～40%には追加の治療が必要になった。これは手

発が来るまでの時間に関しては、リンパ節転移が

術を含めた治療です。こういうデータが出ておりま

あった方には化学療法が有効であったということ

す。

で、これ放射線化学療法もあるいは化学療法も有効

ASCO という学会がありますが、そこに出された

性が今後期待できるわけです。ところが現時点では

がんセンターからの報告例です。これは出した先生

残念ながらまだまだ手術単独よりは成績が良好で

の許可をちゃんともらっております。これは築地の

はない。それよりも多少悪い。

がんセンター中央病院です。これは化学放射線療法

その他の治療はこういうものがありますが、これ

だけでやった場合、ステージⅡ、ステージⅢという

はあくまでも補助療法であって、今後こういう治療

中等度の、これは手術でも一番の適用になるような、 が進歩して、日常の臨床的に使えるようになるとい
こういう症例に関して治療をやりました。そうしま

いと思います。

すと 1 年生存、2 年生存、3 年生存、3 年生存率が

ということで、これはやはり手術では治せないも

約 50%という数字が出ております。これは化学放射

のがある。手術だけではだめである。そして、手術

線治療の成績です。

もいろいろな障害を起こしてしまう。例えば、では

これは実は私どもの成績です。これと同じ条件で

放射線はということになると、放射線も化学療法単

成績を出してみました。そうしますと、私たちの成

独では手術を凌駕しない。化学療法もある条件下で

績が、これは手術だけです。これは 5 年生存率が

は少し成績をよくすることができる。

61%、3 年生存率は 70%。

ということで、がんには手術だけではなくて放射
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線療法、化学療法、こういったものをすべて集めた、
いわゆる集学的治療が必要であるということにな
るわけです。乳腺もそうです。乳腺は放射線の治療
をすることによって縮小手術ということで、かなり
いい成績が得られるようになったわけです。
ですからほかのがんにおいてもこのように集学
的治療をすることによって、侵襲を少なくして、さ
らにいい成績が出てくると考えられる。これが我々
の今後の課題である。
つまりこの集学的治療においては 9 月 18 日に私
たちも立ち上げましたがん治療センター、つまり集
学的治療のコーディネーターとしての意味が非常
に大きくなってくるということで、これはがんをわ
ずらった皆様に何らかの貢献ができるのではない
かと思っております。どうもご清聴ありがとうござ
いました。
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6. 乳腺センターにおけるがん治療
（順天堂医院乳腺センター

准教授

皆様、こんにちは。私、順天堂乳腺科の齊藤と申
します。私は約 4 分の 1 世紀前に千葉大を卒業しま

齊藤光江）

ます。ただこれは日本での現象であって、欧米では
もう低下が始まっています。

して、東大の外科に入局しまして、癌研で臨床経験

皆様の中に乳がんの検診を受けられたことがあ

を積み、それから東大にまた戻りまして教育経験を

る方がいらっしゃいますでしょうか。実は、欧米で

少し積んだ後に、こちらに 1 年半前に赴任いたしま

死亡数が減ってきているのは、検診が普及してきて

した。

いる。その他にもいろいろ理由があるんですが、そ

当初、私が専門といたしました乳がんの治療は内

ういったことが 1 つの原因ではないかと言われて

科、外科、放射線科、あるいは緩和ケア、そういっ

おります。ところが日本人でまだ死亡数が増えてい

たところを患者さんが転々とするような診療をし

るのは検診が進んでいないんです。欧米、進んだ国

ており、特に大学におきましては科と科の間の障壁

では 9 割以上の方が検診のお勧め年齢になります

が非常に分厚くて、たった 1 つのがんなのに、1 つ

と、マンモグラフィー検診を受けています。ところ

の臓器、単一臓器のがんなのに、いろいろな科に患

が日本では受けていない人が 9 割以上なのです。

者さんが赴かなければいけないということに、私は

さて、外来で平均で来られる方、しこりを悩みと

非常に大きな疑問を抱きました。それで順天堂のお

して来られる方の平均の腫瘍径は今は 2.5cm です。

話があったときに、ぜひそういったものを取っ払っ

2.5cm はどれぐらいかわかりますか。500 円玉の大

て、新しい臓器別診療を実現させていただきたいと

きさなのです。1 円玉ぐらいで見つけられるのでは

いう私のわがままを順天堂がまるごと買ってくだ

ないかと、皆さんは思っていらっしゃるようですが、

さったということで、1 年半前に乳腺センターが発

500 円玉ぐらいの大きさになって、初めて皆さんは

足いたしました。

気がつかれるのです。ところが 500 円玉と 1 円玉は

今日のお話ですが、乳がんとはという話が前半。

5mm しか違わないんです。1 円玉は 2cm なのです。

それから乳腺センターの紹介を後半にさせていた

ただ乳がんでは 2cm までに発見されたものを早期

だきたいと思います。

といいます。ですから 1 円玉の大きさと 500 円玉の

まず乳がんです。
とにかく乳がんは社会問題になっているために、

大きさでは成績がだいぶ違うのです。
ちょうどこんな大きさに相当します。それでこれ

たびたび誌面をにぎわしています。欧米では 8 人に

から必要なのは啓発、皆さんに知ってもらう。そう

1 人が乳がんになっています。

いった運動なのです。

日本はといいますと、二十数人に 1 人、頻度はま

これは少し痛そうですが、マンモグラフィー検診

だ低いんですが、このようにやはりトップのところ

はしこりが手で触る前に異常を発見してくれる可

に書いてありますね。直腸がんと結腸がんを合わせ

能性がある診断方法なのです。

ますと、乳がんよりやや高頻度ですが、ほぼ 1 位を
両方で争うようなかたちで伸びているという実情

これはまた別の診断方法ですが、もっと痛くなく
できる検査です。

があります。
死亡数はといいますと、先ほどから鶴丸先生のお
話で生存曲線がたくさん出てまいりまして、皆さん、
死という言葉に敏感になっていらっしゃるかもし
れませんが、死亡数は乳がんでもやはり増加してい
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いいます。ステージⅢのがんは CT で見ますとここ
に見えますのがお乳の中のがんです。これは骨まで
見えていますが、特殊な、これは再構築といいまし
て、CT をもう一回三次元に見えるようなかたちで
構築しますと、ここに原発巣が見えています。これ
がリンパ節転移で原発巣よりも、お乳の中のしこり
よりも大きく腫れたリンパ節が 1 つ見えるのがわ
かると思います。マンモグラフィーではこのように、
超音波ではこのように映っています。

そうは言え、手術はだんだんに縮小できるように
なってきました。その理由は、皆さんの意識が少し
高まってきたせいもあるかもしれませんし、初診時、
最初に訪ねられたときに大きな手術が必要な方で
も、薬が非常によく効くのが乳がんの特徴でして、
お薬で縮めて小さな手術に持っていける方が増え
てきているのです。
全部取っていた手術、乳房全摘術が 1990 年代初
期に 60%ぐらいの比率を占めていたんです。このこ
ろに 20%以下だった温存術がだんだん上昇してき

これが最初の像です。ここで薬、これは抗がん剤

ていまして、この数年ぐらい前に両者は交差して、

ですが、数カ月使ってみました。そうしましたとこ

今やほとんどの方が温存術ができるような時代に

ろ、こうやって消えているのがわかりますね。この

入ってきています。

ように非常によく効いている人たちがどんどん増

また脇のリンパ節の手術も昔は当たり前に取っ

えてきています。顕微鏡で見てもこの方の場合は全

ていたのですが、中には省くことができるという手

くがんが発見されないぐらいに消失していること

技を開発したグループがありまして、センチネル、

が証明された例です。

見張り番のリンパ節といいますが、これだけを取っ
て、ほかを取らなくてすむような縮小手術が可能に
なる人が増えてきています。

この手はもう少し進んだ方で、ステージⅣ、ほか
に転移が発見されてしまっていた人です。この方は
手の薬指、中手骨という骨が消えているのがわかり

42

あるステージⅢの乳がん。ステージⅢは 500 円玉

ますが、ここに、少し珍しいのですが、こういうと

よりさらに大きくて 5cm 以上に育ててしまった人

ころに転移した方です。3 カ月後、少し短くなって

のがん、あるいは 500 円玉ぐらいの大きさでも脇に

しまったのですが、骨ができているのがわかります

リンパ節転移がある方、こういう方はステージⅢと

か。これもある治療をしてこのように治ってきてい
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るのが示されている像です。これは放射線の照射と

それからもっと進んで進行、再発してしまった乳

薬物、分子標的治療薬、ハーセプチンという新しい

がん、この方々も望みがあるんです。20 年前の方々

薬を使ったところ、このように改善したということ

は転移をしていますと、余命は平均 2 年半だったん

が示された一例です。

です。ところが今は約 5 年と延びています。これは
治療の発達のおかげです。働き盛り、30 歳から 60
歳までの女性の中で、先ほど鶴丸先生のお話で年齢
調整死亡率というお話があったと思いますが、そう
いったちょうど働き盛りの女性の一番の敵になり
ます。
これは間で話しませんでしたが、発がん後 10 年
ぐらいかけて大きくなって発見される大きさにな
ると言われており、またその後、約 10 年間治療を
要する人たちもおり、また経過観察を 15 年要する
長い、ゆっくりした病気であることが特徴です。こ

これは乳がんでは骨がいちばん転移が多くて、2

れは先ほどの消化器がんとだいぶ違うところです。

番目に肺かそれを覆う膜、3 番目に肝臓、4 番目が

これからセンターの紹介をいたします。

脳なんですね。そのほかの臓器にはあまり転移しな

我々はチーム医療を行っています。

いという特徴があります。この方は脳の中に転移を

このようにカンファレンスにはさまざまな職種

起こしました。それが放射線の治療後に消えたとい

のスタッフが集まります。看護師、薬剤師、そして

うことを示した写真です。

医師が日々コミュニケーションを図って、一人ひと

乳がんの治療は今日、話題になっています集学的
治療、外科治療、内科治療、放射線治療です。また

りの治療を決めていくということを実践しており
ます。

痛みを伴う症状緩和に関しては緩和治療がありま

またお一人おひとりの治療方針を決めるばかり

すが、そういったいろいろな治療が有効な疾患の 1

でなく、ときどき日進月歩の知識をみんなで共有し、

つです。そしてどんな治療が最適なのか、どういう

更新し、または意見交換をするカンファレンスも

治療をやっていくべきなのかというのは日々更新

行っています。

されます。日々というのは少し大げさですが、どん

また病棟の回診におきましても、回診というのは

どん医療が進んでいきますから、10 年前の治療は

病棟を回るということだけではなく、カルテを全部

もう今の治療の常識ではないです。そして 2 年前の

見ることを言うのですが、カルテをみんな見ている

治療ももう今年の常識では少しずつなくなってい

ところです。薬剤師さん、看護師さん、医師が意見

ます。そのように日進月歩なんです。そして世界で

を交わしながらやっています。

2 年ごとに見直す機会が設けられています。
まとめます。乳がんです。予防。本当の意味での

また外来では病理医、ナース、私などの乳腺外科
医、患者さんご夫婦が一緒にご自分の手術検体を見

予防はできません。原因がわかっていないからです。 る機会を設けています。これはオプションで希望が
ところが早期発見が有効です。早期発見はどのよ
うに有効かといいますと、早期発見すればするほど

あった方だけです。これはボランティアでコストは
取れないのです。

治りがいいということと、あとは自分で早期発見し

また院外での活動です。院外においても患者さん

やすい場所であるということと、早期発見できる手

と接する機会をたくさん設けています。日常臨床で

段が豊富だということです。それから、早期発見で

は 1 人平均 13 分の診療です。中には、非常に込み

きなくても、治す手立てがいろいろあります。そし

入った説明には 40 分から 60 分かけておりますが、

て先ほどのようにステージⅢという進行した状態

全員の方にそれだの時間をかけることができませ

で見つかった方でも縮小ができたり、あとは薬物が

ん。それでまだまだ足りないという方々を集めまし

有効だったりということがわかりました。

て患者会をつくったり、あるいはこのように検診の
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仕方をお教えするような機会、啓発の場を設けたり、 で我々が毎週やってきましたカンファレンスが
あるいは我々が院外で研修を受けてきたりという

チーム医療の中核となって、必須の項目になること

ことを実践しています。

をうれしく思っています。

チーム医療はあくまでも中心は患者さんという
ことで、こういった機会は絶対必要かと考えており
ます。

この辺りに我々も少し貢献できるかと思ってい
ます。
乳がん治療は年数をかけて進行してくる乳がんに対

これは私が去年訪ねたマニラです。このように自

していろいろな治療が必要で、治療を専門とする職種

分の余暇を利用しまして、海外の視察を行い、そこ

が力を合わせていく必要があるということを表した図

でできることはないかと、少し厚かましくもお節介

です。乳がんは治りやすい病気です。このように時期

を焼いてきたりしています。今年、いま留学生でき

が早ければ完治と言えたり、あるいは完治と最初に言

ていますビビアン・エンリケさんですが、乳腺外科

えなくても、最終的に治癒されたり。このように軽快

医で、うちで得た知識を持って帰って向こうで役立

だけの人でも治療を工夫することによってこのように

てようという意気込みのある女性です。いま一緒に

長く生きていただくことが可能です。

勉強しています。
これは我々が逆に先進国に学びに行った機会で
す。今年の 4 月から 6 月まで、これも私 1 人ではな
く、看護師、薬剤師と 3 人セットで M.D.アンダー
ソンのがんセンターで研修する機会を設けまして、
研修していたときの風景です。
質の高いチーム医療実現には、実はチームワーク
というのは分業あるいはその集合のように思われ
るかもしれませんが、単なる分業や集合ではなく、
互いが理解し合い、統合されている必要があります。
そのために理解の場として教育の場、また統合の場

これが私の描くチーム医療です。

としてコミュニケーションの場が必要と考えます。

ご清聴ありがとうございました。

互いの理解のためにそれぞれの職種の理解を深
める場を設けて、例えば看護師。お互いに医師、看
護師が知っているようで、お互いの教育バックグラ
ウンドを知らなかったりします。こういった紹介を
します。
薬剤師さんもそうですね。どんな勉強をしてきた
人たちなのか、実はよく知らないのですね。紹介し
ないといけないのです。
これは後で唐澤先生が発表してくださるかもし
れません。医学物理士さんはどんな方なのか。こう
いった勉強もしています。
コミュニケーションの場と時の設定、このように
ほぼ毎日朝晩あります。
我々の診療例数ですが、このようにセンターが立
ち上がってから倍に、そして今年になってまた 1.5
倍にと増えています。
今後の計画ですが、今日のメインテーマでありま
す教育の推進にも貢献できたらということで、今ま
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7. がん治療の集学的チーム医療
（順天堂大学大学院放射線医学

准教授

（順天堂大学大学院呼吸器内科学

教授

唐澤久美子）
高橋和久）

7-1 唐澤久美子先生 講演内容
皆様、こんにちは。立ち見の方、申し訳ございま
せん。あと少しでございますのでご辛抱ください。

でございました。
ということは、本来、放射線治療によって恩恵を

放射線科の唐澤でございます。よろしくお願いいた

受けることができる患者様がその恩恵を受けない

します。

でいる。患者様が損をしているということなんです。

私は今日は「放射線治療が集学的治療に果たす役

がん対策基本法が今年の 4 月に施行されました。

割」ということについてお話をさせていただきます。 その中でも特に放射線治療と化学療法に重点を入
今回、がんプロフェッショナル養成プランで放射線

れましょう。日本のがん治療はいい面もある。とこ

腫瘍医と医学物理士の養成を私どもがいたします。

ろが遅れている面もある。それは放射線治療と化学

そういう職種について少しお話をさせていただき

療法である。そこでございます。

ます。

これは日米の放射線治療の構造比較を示してお

先ほど来お話がございますが、がん治療は大きな

ります。統計の年数が違っていますので、そのまま

柱が 3 つあると認識しています。もちろんこれ以外

ご覧いただけないのですが、アメリカと日本の人口

の治療法もたくさんあるのですが、がん治療の 3 本

はだいたい半分ぐらいかと見ていただいていいと

の柱といいますと、まず外科的切除、放射線治療、

思います。放射線治療の施設数自体はそんなに劣っ

薬物療法です。日本は非常に立派な外科の先生が大

てはおりません。施設の数はまあまあございます。

勢いらっしゃいます。外科治療は非常に盛んに行わ

患者様の数がこちらが 16 万 2000 人、こちらは 70

れています。ところが、この 2 つがどうもまだ弱体

万人です。がん患者さんへの適用率が 25%がこの年

である。特に放射線治療は WHO の「World Cancer

では 60%。ここが非常に違うんです。放射線治療に

Report」、世界のがん患者さんの統計を取っている

かかわる医師、あるいは医学物理士は非常に少ない。

ような報告書ですが、世界のがん患者さんの約半数

施設はあるんだけれど、きちんとした治療ができ

に放射線治療が行われていると書いてございます。

ていない。私もそうなんですが、施設はこれだけあ

それは必ず一次治療として行われているというわ

りますが、医者の数がだいたい同じです。認定医と

けではなくて、その患者様ががんになられてからが

言われている医者が 500 人ぐらいしかおりません。

んの治療が終わるまでの間で、半数の方が放射線治

その医者は自分の施設だけではなくて、ほかの施設

療をご利用になっているという意味でございます。

に助けにいかなければいけない。私はいま大学以外

ところがそれが日本ではまだ 4 人に 1 人か、それ以

に 3 カ所行っておりますが、週に半日行って、そう

下ぐらいなのです。その結果、何が起こってくるか

いうところで診療して、そこの患者様を拝見する。

といいますと、これは今のことをもう少し詳細に示

そういう状況でございます。そんなことではいい医

しております。これは厚生労働省のホームページに

療ができるわけがないということで、がんプロ

載っております。アメリカではがん患者さんの 66%

フェッショナル養成が必要だということになった

が、昨年度放射線治療を受けておられます。ドイツ

んです。

ではそれが 60%、英国では 56%です。日本は 25%

もっと困ってしまうのが医学物理士さん。皆様、
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きっとあまりお聞き及びでない職種だと思います。

あとは小線源治療がございます。これは小さな放

後でご説明いたしますが、治療に限らず、放射線診

射線の出る粒、針、ワイヤを患者さんの体の中に入

断もそうなんですが、技術進歩が非常に進んでおり

れて治療するという方法です。腔内照射は自然にあ

まして、医者や診療放射線技師さんではなかなか対

る体腔に放射線の出るものを入れて治療する。少し

応できない。放射線は物理が非常に必要な学問でご

図が小さいのですが、例えば肺がん、気管のがんや

ざいます。物理の専門家、物理学者が臨床の場で治

食道がん、子宮頸がん、子宮体がんとか、腔のある

療医と一緒に仕事をしてくれないと、きちんと正確

ところ、胆道がん等も使いますが、中に入れて治療

な治療ができない。その職種がとても大変なことに

する。

なっています。

あとは組織内照射。刺すのです。がんのところに

アメリカではだいたい今は 5000 人ぐらいいます。 直接針や粒を刺して照射をする方法。最近、日本で
日本は 100 人ちょっとの数を書いてございますが、

は前立腺がんのシードという小さな種みたいな線

多くの方は研究者で、大学とか研究所に行ってい

源を使った治療がたくさん行われるようになって

らっしゃいまして、臨床で大学病院、一般病院で働

きています。今後は乳がんにやはりがんの場所だけ

いている医学物理士さんはほんの 10 人、20 人ぐら

に小線源を刺して治療するというのが、アメリカで

いなのです。こんなに施設がたくさんあるのに、き

はだいぶ広まってきていますが、日本ではまだまだ

ちんと医学物理士がいて、きちんとした放射線治療

1、2 カ所の施設しかやっていませんが、そういう

をやっているのは、少しびっくりなのですが、本当

治療法もございます。

に何十もございません。
では、がんの放射線治療は少しなじみがないとこ

脈内に注射をしたりして、病気のところにその放射

ろもございますので、これについてご説明をさせて

線が出る物質が集まって治療する。大きく分けてこ

いただきます。本当はここをお話ししますと、とて

の 3 つがございます。8 割方、2 割弱、ほんの少し

もとても長いお話ですが、今日は概略だけご説明さ

という感じです。

せていただきます。
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あとは内用療法。放射線の出る薬を飲んだり、静

放射線治療はどんながんに使うのでしょうか。い

放射線治療は大きく分けて 3 種類ございます。外

ろいろながんに使います。ただ、先ほどから鶴丸先

部照射。体の外から遠隔照射装置、よく言うリニ

生もご説明いたしましたが、放射線にも得意と不得

アックです。リニアックは Linear Accelerator、直

意がございます。胃がんは放射線が非常に不得意で

線加速器でだいたいＸ線です。Ｘ線による放射線治

して、残念ながらほとんど有効ではございません。

療をする。昔はコバルト 60、コバルト遠隔照射装

手術していただいたほうがよほどいい。

置を使っていましたが、今はほとんどそれは使って

放射線治療が今いちばん得意としているがんは

いませんが、外からかける治療。これが放射線治療

乳がん、前立腺がん、肺がん、頭頸部がん、悪性リ

の 8 割方だと思っていただいてよろしいと思いま

ンパ腫、脳腫瘍のうちの一部、食道がんの一部、あ

す。イメージはこんな感じです。これもそうですが、

とは子宮頸がんです。

患者さんはベッドの上にお休みになっていて、機械

例えばこの患者さんはこんな大きな乳がんがご

が回って決められた場所に放射線をかける。この方

ざいます。この方は残念ながら骨に転移がございま

は喉のご病気ですが、赤く示したところにたくさん

して、手術の麻酔がかけられなかった。では、放射

放射線がかかっているよということです。これはだ

線の治療と抗がん剤を使いましょうといって、この

いたい少しずつ放射線を分けてかける。だいたい 6

大きながんがすべてなくなっています。

週間かけるというのが一般的なんですが、1 回でか

この方は前立腺がんです。前立腺がんはいろいろ

ける方法。先ほど齊藤先生のスライドにありました

な治療法がございます。外部照射、外からかける放

ガンマナイフも外部照射の一部です。

射線の治療。あとはシードを入れたり、小線源を刺

最近は肺の定位照射、4 回で肺がんをやっつけよ

したりする方法。アメリカでは前立腺がんの患者さ

うという治療も行われています。これは外部照射で

んの約 3 分の 2 が今は放射線治療を受けておられま

す。

す。3 分の 1 の方が手術。どうしてそうなったかと

第3編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」 内容

いうと、効果が同じで副作用が少ないんですね。手

が非常に効くタイプのご病気で、抗がん剤と放射線

術ももちろん有効です。ただ、前立腺がんはけっこ

を組み合わせて治すことが多いです。

うご年配の患者様が多くて、ご入院いただいて、前

脳腫瘍もいろいろなタイプがございますが、大事

立腺がんを全部取る手術をすると、あとはいろいろ

な脳を予防的にたくさん取ることはなかなか難し

な機能障害も残りますし、痛い目にも遭いますし、

い。この患者さんは 7 歳の男の子ですが、こんなの

ご入院に伴ういろいろな合併症も出てまいります。

ができて、歩くこともできなくなってしまった。こ

ですからあまり好まれない。外来で通って、普通に

れは放射線が非常に効きやすいタイプの腫瘍でご

仕事もしながら治療ができるというので、前立腺が

ざいまして、放射線をかけてすっかり治っておりま

んはいまアメリカではほとんど放射線のほうにど

す。

んどん変わりつつあります。

あとはこれ、膵臓がんです。膵臓がんはなかなか

あとは肺がんです。早期の肺がんは手術していた

難しいがんの 1 つではあるのですが、これは術中照

だいたほうがよろしい。ただ中には放射線だけで完

射をしています。手術でなるべくがんを取って、そ

治できるようなタイプもございます。体幹部定位照

こに放射線を集中してたくさんかける。それによっ

射。肺のご病気に集中して放射線をかけるような技

て治る率をよくします。

術が日本で非常に進んでおりまして、日本が世界を

あとは子宮頸がんです。子宮頸がんは世界のガイ

リードしている治療の 1 つでございます。小さい腫

ドラインには手術と放射線の治療の効果が全く同

瘍に対してですが、そういうのを順天堂でももちろ

じである。手術のほうが少し副作用が多いので、ま

んやっています。

ず放射線をやりなさいと、実は書いてございます。

この患者様は手術ができないような大きな肺が

ただ日本ではまだまだとてもそこまではいってい

んです。抗がん剤と放射線ですっかりがんがなく

ません。それの原因の 1 つには放射線治療の専門家

なったということでございます。

が少ないということがあると思います。

あとは頭頸部がん、お喉やお口のがんです。この
患者様はベロのがん、舌がんです。よくこれは歯医
者さんにお通いになっていると口内炎ですよと言
われて片づけられるんですが、実はがんでした。こ
れを手術をしますと、ベロを切らなければならない。
ベロを切るというのは、やはりご自分の身になって
お考えになればおわかりと思いますが、大変ですね。
しゃべることも、召し上がることも非常に不便にな
ります。放射線ですと、そういうことがなくて治し
ます。
あと、喉頭がん、咽頭がんも同様だと思います。
治りは同じでも、治療の後の生活がより過ごしやす

これは 2005 年の統計ですが、日本でどんながん
の患者さんが放射線治療を受けておられるかとい

いほうがいい。喉頭がんⅠ期は非常によく治ります。 う、がんの割合です。日本のがん患者さんで放射線
手術でも放射線でもほとんど治ってしまいます。と

治療をやっている方の何割ぐらいがどんながんか

ころが手術をなさいますとお声が出なくなるか、も

といいますと、やはり肺がん、乳がん、あとこれ、

しくは非常に悪いお声になってしまう。放射線で治

泌尿器科がんはほとんどが前立腺がんですが、これ

療いたしますと、全くそういうことがない。お声は

などが多いです。婦人科がん、やはり機能、形態温

元のままで、だいたい 9 割以上の方が治ります。万

存が必要な頭頸部がんが多いです。この辺の消化器

が一そこで再発したときに、残念ながら手術をすれ

系のがんの数はとても多いんですが、放射線は残念

ば、100 人患者さんがいらしたら 90 人の方は声が

ながらあまり得意ではございませんで、あまりござ

残ったままで治ることになります。

いません。

あとは悪性リンパ腫です。悪性リンパ腫も放射線

どうして日本でそんなことになってしまったの
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か。日本は、実は放射線治療が戦前はけっこう進ん

ルム、MRI フィルムを読んで、所見を書いて、臨床

でいたんです。1930 年代、癌研病院がフランスか

家の先生に返す医者と皆さん、思っていらっしゃる

らラジウムの線源を輸入して、非常に進んだがん治

と思いますが、それとは全く違いまして、放射線を

療をやっていた。ところがだんだんそれが先細りに

使ってがんの治療をする腫瘍専門家、oncologist。

なっていく。1 つには、おそらく放射線アレルギー

oncologist は外科の専門家、内科の専門家、放射線

が日本人にはあるのではないかと私は思います。放

の専門家がおりますが、その 1 つでございます。

射線治療が非常に進歩しましたのは 1950 年代でご

あと、もっとこれがわからないと思いますが、医

ざいます。日本はその時期にみんな原爆が落ちて、

学物理士。放射線の診療が適切に行われるように、

放射線が怖いということがよくわかってしまった

医療の現場において放射線物理の専門家として関

んですね。放射線は体に悪いのではないか、何かと

与する医療職。欧米では医者と対等の立場で、放射

んでもない副作用が出るのではないか、放射線をか

線科に必ずいる職種でございます。

けるぐらいなら死んでしまったほうがいいとか、原

医者のほうは順天堂で養成を行いインテン シ

爆みたいになってしまうのではないかという間違

ブ・コース士は立教の物理の先生方にご協力をいた

った認識が残ってしまった。

だいて、一緒に養成する計画でございまして、腫瘍

ところが日本人のちぐはぐなところは放射線診
断は今は世界でいちばんたくさんやっているんで

テンシブ・コースがございます。

す。CT なんて日本人がいちばんたくさんやって、

患者さんのためのがん医療は患者さんの視点に

いちばん被曝しているのですが、こと放射線治療に

立った医療。その患者さんにとって最良の医療を提

なりますと、どうも放射線アレルギーが再発いたし

供しなくてはいけない。何々の治療法をやってくだ

まして、何だか体に悪いのではないかということに

さいといって患者さんはおみえになっているので

なって、あとは専門家が足りないということで、皆

はなくて、治してください、よくしてくださいと

様に正しい知識をお教えする方がいなかったとい

いっておみえになっているわけですから、そのため

うことでこういうことになった。

の集学的な知恵を集結しなければいけない。そのた

あともう 1 つは、別にこれは外科の先生が悪いと

めにはがん治療の専門家を養成しなくてはいけな

言っているわけではございませんで、外科の先生に

い。それで本学の学是「仁」。ちゃんと人のことを

非常に活躍していただけるようながんが日本には

考えて、患者様のことを考えて治療ができるような

多かった。胃がんとか、とても放射線では太刀打ち

人材を育てましょうということでございます。以上

できない。手術のほうが絶対いいというがんが多く

です。

て、がんは切らないと治らないのではないかと、患
者様がみな思っていらっしゃった。でもそれはがん
の種類によりますので、種類を選べば、放射線でも
よりよく治すことができるというのがございます。
放射線治療患者さんはいま 16 万人ちょっとと申
し上げましたが、10 年ぐらいで倍以上に増えると
予想されております。今でさえスタッフが足りない。
これでどんどんスタッフを増やしませんと、放射線
治療の専門家を増やしませんと、治療が受けられな
い患者様が増えてしまうということでございます。
我々の生涯教育センターでは放射線腫瘍医と医
学物理士を養成しています。
放射線腫瘍医は少し聞き慣れない言葉かと思い
ます。日本で普通、放射線科医といいますと、放射
線の診断をする。レントゲンのフィルム、CT フィ
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7-2 高橋和久先生 講演内容
ご紹介ありがとうございます。呼吸器内科を担当
しております高橋でございます。1 時間半にわたり

医療を患者さんを中心に展開していく必要がある
ということでございます。

ましたのでだいぶお疲れだと思いますので、私の話
はここにあります「集学的なチーム医療」です。今
日のサマリーのようなかたちでお気軽にお聞きい
ただきたいと思っております。
最初に、実際に順天堂でどのような集学的チーム
医療を展開しているのか、あるいは展開していくの
かということについてお話をいたします。
先ほどから出ていますように、日本人の死亡の原
因はやはりがんが非常に増えてきている。鶴丸先生
が先ほど言われましたように、がん死は 1981 年以
降に脳卒中を抜きまして、死因の第 1 位になってい

これはがんの治療をまとめたものでございます。

まして、その数はどんどん増えてきているというこ

一般的に早期に見つかるがんと、比較的進んだ時期

とでございます。

に見つかったがん。それから残念ながらかなり進行

そのような背景から、今年の 4 月にがん対策基本
法が施行となりました。これは 3 つの柱がございま
して、まずがんの予防と早期発見。2 つ目ががん医

期に見つかっているがんによって、かかわってくる
医療関係者は異なります。
非常にごく早期の場合には、まず診断がなされ、

療の均てん化とその促進。3 つ目が研究の促進であ

それには放射線の診断医、病理医が関与します。そ

ります。

して治療ということになりますと、主にごく早期の

その中でも非常に重要なのはがん医療の均てん

段階においてはやはり何と言っても外科の先生に

化、すなわちどこでも同じような医療をきちっと受

手術で取ってもらうのが第一であります。しかしな

けられる。それにかかわる医師のみならず、コメ

がら血液系の腫瘍では放射線で治るものもござい

ディカルを育成すること。そのような医療を行う医

ますので、このような職種の方がかかわります。

療機関を整備することと、がん患者さんの治療にお

比較的中期で見つかった患者さんについては、外

いては生活の質、いわゆる QOL の維持、向上を考

科療法のみでは根治することがなかなか難しい。そ

慮するという柱がございます。

の後、内科で化学療法、抗がん剤を使ったり、ある

これを簡単に言いますと、いま日本のがん医療に

いは放射線の先生にお願いして放射線をかけると

求められているものは、まず標準的な治療、エビデ

いうことで、そのがんの治癒率を上げることが必要

ンスに基づいた治療をどこでも受けられること。そ

になるわけです。

して個々の患者さんの状態に応じて、あるいは副作

さらに進行期に残念ながら見つかりますと、内科

用の出方に応じてその治療を変えていく個別化医

的な治療に加えまして、緩和的な放射線治療、そし

療を行うこと。さらに安全で精度の高い危機管理シ

て緩和ケアチームによります緩和ケアが非常に重

ステムを導入した医療機関でしっかりとした治療

要なわけであります。このようにどの時期を取って

を受けるということ。

も、1 つの診療科のドクターのみならず、複数の診

何よりも重要なのは組織・意識改革ということで

療科が協力し合って、そして患者さんに最善の医療

ございまして、今まではそれぞれの診療科でがんの

を提供することが、いま、世の中には求められてい

患者さんを診ておりましたが、今後は診療科の垣根

るわけであります。

を越えた診療体制、いわゆる集学的治療が非常に重

それをまとめますと、集学的なチーム医療はどの

要でありまして、そのためにはこれらの医療に関与

ようなものかといいますと、一人ひとりの患者さん

する医師のみならず、コメディカルも含めたチーム

を関係する複数の診療科医師と看護師、コメディカ

49

第3編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」

内容

ルなどの多種の職種の医療人が共同で、全人的な治

立案をし、そして実施を行うことになるわけです。

療に当たることを意味するわけです。患者さんとそ

化学療法についてお話をしたいと思います。化学

の家族を中心に、すべての治療に当たる職種の人間

療法は内科的治療で最も大切な抗がん剤を使う治

が集まって、その治療方針を決定し、治療を行うと

療ですが、現在、順天堂医院におきまして 1 号館の

いうことであります。

3 階の南向きの部屋。1 号館の中で最も日当たりの

今のようなことを実現するために順天堂におい

いいお部屋を化学療法室にあてました。ここにあり

ては 2 つの試みを行いました。1 つががん治療セン

ますようにリクライニングチェアが 14 床、通常の

ターの創設、もう 1 つはがん生涯教育センターの創

ベッドが 6 床ございまして、入院して治療に当たっ

設であります。がん治療センターの中ではさまざま

ていただいております患者さんに使っているベッ

なことが行われています。林田先生からもご紹介が

ドと比べても、はるかに、非常に質の高い快適なも

ありましたキャンサーボード、化学療法、緩和ケア、

のを使っております。ここには液晶のテレビがあり

患者相談室等々がございますが、今日はこの 3 つの

まして、ヘッドホンがあって、音楽を聴きながら患

ことについてお話しします。

者さんは抗がん治療を受けることができるわけで

一方、がん生涯教育センターは一言でいいますと、 あります。非常に快適なわけです。
がん治療センターで働くがんのプロフェッショナ

余談ですが、日本人はベッドが非常に好きなので

ルを養成する、育成のセンターであります。そこで

すね。リクライニングチェアはあまり好きではない

教育を受けた人材ががん治療センターで医療を展

んですが、外国に行きますとほとんどがリクライニ

開するということであります。

ングチェアということでございます。順天堂におい
ては乳がんの患者さんが非常に多いということで、
リクライニングチェアを 14、通常ベッドを 6 床用
意しております。まさに安全で快適な設備のわけで
す。
化学療法室のスタッフです、室長のほか、各診療
科の医師、当番医師、専任の看護師、専任の薬剤師
等々が集まりまして、月に 1 回化学療法委員会を開
催して、主にリスクマネジメント、さまざまな有害
事象に対する対応等々について話し合っています。
ということで、これはまさにがんのチーム医療の典
型例でございます。

これはキャンサーボードでございます。キャン

もう 1 つ、今日のお話でなかった点に緩和ケアと

サーボードというのは、例えばある肺がんの患者さ

いう言葉があります。緩和ケアチームががん治療セ

んがいたとします。私の専門は肺がんでございます。 ンターの中にはございまして、非常に重要な仕事を
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そうしますと、この患者さんを手術で治すのか、放

担っています。現在、緩和ケアチームは 4 名のメン

射線で治すのか、あるいは両方を使うのか、化学療

バーでございまして、室長がペインクリニックの先

法がいいのかと悩む場合があります。その場合は呼

生でございます。実際にそれ以外に医師が 1 名、そ

吸器内科医、外科医、あるいは放射線科の先生と合

れから緩和ケアの資格を取りました認定看護師が 1

同でがん治療センターで協議をします。まずは化学

名、そして重要なことは緩和ケアは痛みを取るだけ

療法を行おう。そしてその後に手術を行い、手術が

ではなくて、精神的なケアが非常に重要なわけであ

終わった後に放射線をかけよう。そういう治療方針

ります。そういういわゆる psychooncologist、そう

を決定するわけであります。

いう患者さんのメンタル面をケアするメンタルク

今まではおのおの診療科に患者さんが出向きま

リニックの医師 1 名の合計 4 名からなりまして、こ

して、そこで治療方針を決めていることが多かった

のように病棟でのカンファレンス、そして最近では

んですが、今後はがん治療センターで集学的治療の

外来での診断、治療に当たっているわけです。

第3編

まとめますと、その活動内容は、まず身体症状の
緩和。すなわち痛みを中心としていかにそれを取っ
てあげるかということをやっております。2 つ目が
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いうことにも広く間口を広げまして、このような
コースを設けているわけです。
まとめてみますと、順天堂医院には今年の 4 月、

精神症状。患者さんは痛みのみならず、不安感、焦

実際には 9 月にがん治療センターがオープンしま

燥感、不眠などを訴えます。薬以外にさまざまなカ

した。そこでは患者様一人ひとりの治療方針を各診

ウンセリング等々を通じて、いかにその症状を緩和

療科医師、看護師、薬剤師などのコメディカルも含

してあげるかということ。さらに筋力や体力低下な

めて協議いたしますキャンサーボード。そして化学

どの対応。それから非常に重要なのはご家族からの

療法で安全な抗がん治療を行い、緩和ケア、患者相

相談の窓口になること。

談室を設けています。

それから、どうしてもすべての患者さんを助ける

そしてそこで働く医師、コメディカルをここにあ

ことができません。その場合に多くの患者さんはご

ります大学院医学研究科にありますがん生涯教育

自宅に帰りたいという希望があります。その場合に

センターの中で育成いたします。化学療法、放射線、

在宅ホスピスを含め、在宅療養の態勢づくりを支援

緩和ケア、そのほかコメディカルの育成を順天堂の

すること。それから順天堂以外の緩和ケア病棟転院

医学研究科、あるいは新潟大学、その連携の大学院。

の相談。医療者側のコンサルテーションなどを主な

小川先生がお話になりました明治薬科、東京理科大、

活動内容としています。

立教大学等々の連携の大学院から人材をこちらの

従来は病棟を中心に緩和ケアチームは活動して

ほうに提供していただいて、育成して、将来的には

おりましたが、がん治療センターができてから、緩

がん治療センターで質の高い、患者さんを中心とし

和ケアチームによる外来を開始しております。月曜

た医療ができるスタッフを育成することで行って

日から金曜日まで、完全予約制ですが、このような

います。

時間帯に患者さんからの、あるいはご家族からのコ

最後でございますが、医学部のほうにも悪性腫瘍

ンサルテーションに応じているということです。ま

科学研究室という研究室ができました。そして今年

さにこれもがんチーム医療でございます。

から 3 年生の学生を対象に臨床腫瘍学の講義を開

このような理想を持って我々はがん治療セ ン

始いたしました。16 コマの講義で医学部の学生の

ターを運営し、いま始めたところでございますが、

中にも 1 人でも多く腫瘍学、がんの撲滅に前向きに

やはり何と言ってもそこで働く医師、コメディカル

取り組んでくれる若い医師を育てたいということ

の育成が非常に重要であります。ということでがん

で、現在、医学部の教育にも力を入れているところ

生涯教育センターの創設に至ったわけです。

です。

がん生涯教育センターの役割は大きく 2 つござ
います。先ほど来申し上げております人材育成、生
涯教育があります。人材育成は専門医、これは化学

まさに患者中心の集学的なチーム医療を促進す
ることが、我々、全順天堂の願いでございます。
以上、ご清聴ありがとうございました。

療法に特化した専門の医師、放射線治療、先ほどお
話しした緩和ケアの専門医師、これが放射線の専門
の医師と同様に非常に少ないんです。いかに患者さ
んの心の痛み、身体の痛みを取ってあげるような、
緩和ケアに精通したドクターを育成することは非
常に重要なわけです。そのような専門医師を育成す
るコース、それからがん専門の看護師、薬剤師、先
ほど放射線の唐澤先生のほうからお話がありまし
た放射線の医学物理士の育成のコースを用意して
います。
そして生涯教育としまして、そのほかにすでに専
門医を取っている方ががんのことを勉強したいと

51

第3編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」

内容

8. パネルディスカッション
「今、がん診療で必要とされることは何か」

52

司会：4 時でございますので、ただいまからシンポ

一般的になってきています。

ジウムを始めさせていただきたいと思います。司会

司会：例えば食道がん、肺がんなどにおいてはいか

は私と病理腫瘍学の樋野教授でございます。樋野先

がでございましょうか。

生、どうぞよろしくお願いいたします。いろいろな

唐澤：肺がんはごく一部の肺がん、非常に限局性の

質問が来ておりますが、少し大きな質問からお聞き

肺がんには体幹部定位照射というのがございます

したいと思います。

が、早期がんでいらっしゃっても、必ずしも皆さん

唐澤先生にまずお聞きしますが、先ほどから医学物

がその適用になるわけではありません。

理士が日本と欧米、特にアメリカでは数が違うとい

司会：先ほどのお話を伺っていますと、手術のため

うことですが、私は医療保険のほうの仕事もしてい

の放射線療法というニュアンスが非常に多かった

ますが、医療保険では医学物理士が全く評価されて

んですが、いわゆる放射線だけで治るんだというこ

いない。いわゆる点数の中に入ってこないというこ

とが、実際にそういうデータは出ていますか。

とでございますが、この辺の問題をひっくるめてい

唐澤：放射線治療を 1896 年からやっていまして、

かがでございましょうか。

放射線だけでがんが治るというデータはもう 100

唐澤：ありがとうございます。まず日本では医学物

年以上蓄積しているのですね。それが日本では知ら

理士は国家資格になっていないんです。学会の認定

れていない。なぜ日本ではこんなに知られていなく

資格でございます。それに対する保険点数の加算が

て、手術の補助療法という認識になっていたのか。

何もございません。ですからどんなによい医療がで

これは非常に間違ったところなんです。決して別に

きても、病院の収入に直接それがつながらないと、

夢の治療でもございませんし、副作用ももちろんご

なかなかそういう方が配備されない。ですから義務

ざいますし、不得意ながんもございます。ただ、こ

化していただくしかない。こういう人がいないとで

れでがんが完治するというのは確かな事実でござ

きないということを、やはり国が言ってくださらな

いますので、それだけはお認めいただければと思い

いとなかなか広まらないのかと思います。

ます。

司会：放射線医も少ないというのは、何か理由がご

司会：ということでございますので、ぜひ皆さん方、

ざいますか。

大いに期待を持っていただきたいということにな

唐澤：わかりません。構造的なことだと思います、

ろうかと思います。特にいま肺がんの話が出たんで

やはり悪循環に入っているんだと。そういう分野が

すが、高橋先生、肺がんの診断ですね。私もある施

後れて、その後れで教育がまた後れて、ほかの科の

設で産業医をやっておりまして、年に一遍胸の写真

先生にもそういう治療があるというご説明もでき

を撮る。どうもそれを見ているだけでは肺がんの早

なかったし、教育もできなかった。そういう悪循環

期発見などはできないのではないかというのが現

をここで断ち切って、きちんと養成するためのこの

状だと思うんですか、こういう考え方はいかがでご

プランではないかと思っております。

ざいましょうか。

司会：もう 1 つお聞きしたいんですが、早期のがん

高橋：ありがとうございます。非常に恥ずかしい話

に対して放射線療法だけを行うことは、現在、実際

なんですが、肺がんはなかなか治療成績の上がらな

に行われていますか。

い、難治性がんの代表でございます。現在、がん死

唐澤：前立腺がんなどでは手術と代わって行われて

の第 1 位は肺がんなんです。年間約 6 万人の方が肺

います。手術をせずに放射線治療をするというのが

がんで亡くなっております。その 1 つの理由は、や
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はり早期発見が難しいということ。例えば胸部レン

いい。ところが 1 つの目安は胸の写真 100 枚と胸の

トゲン写真による検診はもうだいぶ前から行われ

CT1 回が同じ被曝量なんですね。「今年、先生、胸

ていますが、なかなか早期の肺がんが見つからない

の写真を 10 枚撮ったけれど、もうやめて CT にし

ということがございます。

てくれない」というのは少し違っていまして、胸の

先ほど、乳腺の齊藤先生も言われていましたが、T1、

写真を 100 枚撮って、やっと CT1 回ですから、CT

いわゆる早期というもののクライテリアですが、肺

をするということは、それだけ考えてお受けいただ

がんの場合は 3cm 以下となっておりますが、その

く必要があるかと思います。

段階で見つけても、実際に進行していることが多い。 司会：わかりました。今度は乳がんに移りたいと思
実際には 1.5cm 以下の小さい、非常に小型の肺がん

います。乳がんの診断には、特にご結婚されている

を見つけないと、手術だけで完全治癒するのが非常

女性の場合は、半分はだんなのせいだぞと聞いたの

に難しいということがございます。

ですが、今でもそんなことは通用いたしますか。

そのために最近行われていますのがヘリカル CT に

齊藤：昔からそういうことを私は信じていないです。

よるらせん型の CT 検診がございます。これをやり

全く関係ないです。

ますと、通常のレントゲン写真では見つからなかっ

司会：先生、いま早期診断の質問もございましたの

たような小型のがんが見つかるようになりました。

で、その辺りのお話をしていただけますか。

実際にそのようなものを切除しますと、5 年生存率

齊藤：今の CT に絡んだ質問が会場の中からありま

は 95%以上、野口の A 型と呼ばれる小型肺腺がん

して、マンモグラフィーやエコーで何もなく、CT

に限っては 100%、すなわち全員助けられますので、

に映る乳がんがありますかという質問をいただい

いかにそのようなものを組み合わせて早期診断を

たんですが、これは場合によりあります。ただ頻度

していくのかということが今後のポイントでござ

は非常に低いと思います。理由は CT は、単純の

います。

CT であれば、そういうことはないとお答えしたほ

ただ、やはり全員に CT をかけますと被曝の問題が

うがいいと思いますが、造影 CT で、造影すること

ございます。またコストの問題がございます。その

によって初めてわかりやすくなるがんがあるから

ようなことで効果対費用を考えながら、今後はやっ

です。エコーは検者の腕がよければ、そういうこと

ていかないといけないかとは考えております。

はないですが、これは格差があるのはある程度やむ

司会：いま全員 CT ということですが、唐澤先生、

を得なくてということで、このお答えはイエスです

その問題はいかがでございましょうか。

ね。そういうがんは確かにあります。ただ頻度は低

唐澤：日本人は先ほども申し上げたように放射線診

いということです。

断がとても好きでございます。あと、保険の費用が

ほかのご質問にもお答えしてしまってよろしいで

わりと安いのです。アメリカで CT を受けようと思

すか。たくさん質問をいただいたんですが、具体的

いますと、非常にお金がかかって、受けたくてもな

にお答えする必要のある質問がほかに 2 つほどあ

かなか受けられない。日本は少し病名がつくと簡単

ります。例えばオーダーメードの医療はどのぐらい

に CT を受けられます。ただ本当に皆さんが必要か。

進みそうですかという質問です。患者さん一人ひと

やはり必要な方を限って、時期もしょっちゅうやる

りに、例えば遺伝情報に関連して抗がん剤が決めら

必要があるわけではありませんし、本当に必要な方

れるかどうかということに関しては、世界中で研究

を限ってやれば有用だと思いますが、本当に日本国

が進んでいます。ただし、実用化するためには何回

民が全員 CT 検診をするといいかというのは少し疑

も検証する実験、臨床試験を進めなければいけませ

問だと思います。

んので、応用できないものがまだまだ多いです。た

司会：被曝量の問題としてはだいたい年何回ぐらい

だそのいい例として先ほど挙げましたハーセプチ

が 1 つの目安になりますか。今日は一般の方が多く

ンというお薬があります。ああいったものも HER2

ございますので、わかりやすくお願いします。

という蛋白を発現していることがわかった人たち

唐澤：医療被曝は実は、限度がございませんで、い

に有効例があるということ。あるいはもっと古くか

くら被曝しても、その方にとってそれが得であれば

らわかっているホルモン受容体のあるなし、こう
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いったものも個別化医療の 1 つになります。

しかしながら、欧米に比べますと新規抗がん剤、特

もう 1 つ、乳がんの質問です。化学療法で縮小した

に先ほど出ました分子標的治療薬が今後主流にな

がんをすぐに手術するか、もっともっと効き目を見

りますが、その認可はどうしても欧米よりも数年遅

てから手術するかという質問があったんです。これ

れることが、現状でございます。

はやはりどのお薬も耐性があります。そのお薬が効

司会：ありがとうございました。もう 1 つ、外来で

かなくなってしまう時期がいずれ来るとされてい

の化学療法はどこまでできるのでしょうかという

ますので、我々が決めた期間はそういったものも考

大きな質問なのですが、これはいかがでしょうか。

慮した期間ですから、ずっとやればどんどん小さく

高橋：ありがとうございます。今後、患者さんの

なるかというと、そういう例もあるんですが、そう

QOL を考えた場合に、在宅での医療を受けること

ではない例も考えての至適な期間を設定してある

が非常に重要になっておりまして、それの 1 つの柱

ということをご承知おきください。

が外来化学療法でございます。以前は化学療法、抗

そのほかになりますと、もう少し抽象的な質問なの

がん剤は 2 カ月間、3 カ月間入院したまま治療を受

で、後でよろしいですか。

けることがほとんどでございましたが、最近は外来

司会：どうもありがとうございました。1 つ、大き

に化学療法の場がシフトしてきています。

な問題がございまして、これは社会的な問題にも

しかしながら、外来化学療法を受けられる患者さん

なっているんですが、外国で使われている抗がん剤

の条件というのがございまして、比較的全身状態が

の種類はものすごい数があります。日本ではその 3

いいとか、1 時間以内で通える患者さんとか、さま

分の 1 だろうと言われているのでございますが、こ

ざまなクライテリアがございます。それを満たして

れは高橋先生、いかがでしょうか。先生は専門医の

初めて外来化学療法に行けるということがござい

立場から、がんのいわゆる治験にかかわる問題を含

ます。

めてお話しいただけますでしょうか。

実際に肺がんが中心ですが、外来で化学療法をやっ

高橋：これは抗がん剤だけの問題ではございません

ている患者さんにアンケート調査をしたことがご

で、日本の薬、新薬の承認の過程そのものに、構造

ざいまして、入院でやっていたときと、外来でやっ

的な問題が少しございまして、認可までに非常に時

ていたのとどちらがいいですかということを細か

間がかかるということがございます。特に抗がん剤

く調査をいたしますと、非常におもしろいことに、

につきましては、実際に海外でかなり多くのエビデ

全員の結果で判定しますと、やはり外来化学療法の

ンスがあり、実際にそれを患者さんに導入すること

患者さんの QOL はよかったのです。そういう結果

で、患者さんが利益を得ることがわかっていても、

でございました。しかしながら年齢ごとに分けます

厚労省のほうでなかなか認可がされず使えないと

と、65 歳以上の高齢者の方にとっては入院化学療

いう現状がございます。

法のほうがはるかによかったのです。若い方、いわ

実際、国のほうでそれは大きな問題であるというこ

ゆる仕事が継続できる方は外来化学療法で受ける

とを理解いたしまして、最近は早期に承認できるよ

恩恵が非常に高かったということで、非常に大きく

うなシステムに変わってきております。例えば具体

その違いがございました。

的に申し上げますと、中皮腫という病気がございま

したがいまして、個々の患者さんにおきましては本

す。これはアスベストで、兵庫県の尼崎で非常に多

当に外来化学療法が患者さんの QOL を向上するか

くの患者さんが出ました。その患者さんに対して特

どうかということをやはり考えていかないといけ

効薬と言われているアリムタというお薬がござい

ないのかと考えておりますが、世の中の流れは多く

ますが、それは審査から承認までが非常に短期間、

の化学療法は外来にシフトしているということが

1 年ぐらいでその承認に至ったという経緯がござい

ございまして、それを安全に行うためのきちっとし

ます。それは社会のニーズということから、承認ま

た病院側のシステム、そして患者さんにどのような

での過程を非常に簡素化したということがござい

ことが危険なことなのかということ。こういうこと

ます。今後は抗がん剤についてはやはりそのような

があったらすぐに病院に来なさいという情報を十

方向で進むのではないかと思っています。

分に提供することが医療者側の責務として今後は
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あるのではないかと考えております。

にこしたことはないんです。

司会：ありがとうございました。実際には外来化学

ですから非常に早期の場合、つまり転移が起きてな

療法加算がございまして、外来で化学療法をします

いと言われるような非常に浅いものに関しては、だ

と、保険の点数もちゃんと加算できるシステムづく

いたい内視鏡の治療でそこだけをはぎ取るという

りに変わりつつあります。これはやはり薬漬け、入

かたちができる。しかし、かなり全周性になってく

院漬け、入院による薬漬けのシステムを直そうとい

るとこれが無理なので、そういう場合は全部、今は

うところで、実際には外来に移行させて化学療法は

放射線に頼んでいます。そういううちだったら完全

できるというのが厚労省の考え方であります。それ

に治るんです。ですからやはり早いうちに、絶対治

もいま年代によって差があるということは、少しお

るには定期検診以外にないと思います。

もしろい結果が出ているのかと思いますが、その辺

司会：ハイリスク群の洗い直しといいましょうか、

りも含めて、今後は考えていく問題かと思います。

拾い上げは実際に行われているんですか。例えば先

ここで少し外科の問題に移りたいと思います。私も

生のほうのデータを食道がんから見ますと、かなり

もともと本来は外科医でございます。鶴丸先生、外

の高い率でアルコールとたばこ、両方が……。そう

科でこれは手術、これぞ手術をして治せるというの

いうことでいかがでしょうか。

がありますよね。この問題を含めて、なぜここまで

鶴丸：たばこはいろいろな方面から集中攻撃を受け

ほったらかしにしてくれたんだとか、そういう問題

る喫煙です。たばこを吸っている方は肺がん、食道

はいかがでしょうか。

がん、胃がん、これはリスクが非常に高いです。特

鶴丸：なかなか難しい問題ですが、例えば私がやっ

に食道の場合はたばこ、アルコール、飲酒ですね。

ている食道がんは、だいたいがんはみんなそうなん

それから熱い食事、飲み物、辛い。要するに食道の

ですが、早期のときにはほとんど症状がないですね。 粘膜を刺激するもの。この 4 つが非常に高い、ハイ
ですからがんを治すことに関しては、早期のうちに

リスクグループと言われるんです。その中で特に喫

見つけることはいちばん大事なことなんです。それ

煙、飲酒を比べてみますと、全く飲まない人に比べ

はこれからの、もちろん厚労省の方針の 1 つになっ

ると、要するに 40 倍の罹患率、こういうデータが

ているわけです。ですからこれは定期的に、例えば

あります。これは九州大学から出したデータですが、

誕生日とか、年に 1 回やる以外にないんです。

そういうハイリスクの人がそれぞれあるわけです。

例えば食道がんの場合は、食道の構造自身、ほとん

胃がんの場合もある。

ど筋肉でできているわけですから、非常に伸び縮み

例えば大腸の場合、大腸は脂肪食を非常に好む方は

するわけです。食道がんの症状の 1 つはやはり食事

やはりハイリスクと言われています。ですから少し

がつかえるという症状なんですが、それは筋肉の全

太って、脂肪食が非常に好きな方はハイリスクであ

周性の 3 分の 2 ぐらいが硬い腫瘍で覆われないと症

る。そういう方は特にそういうことに注意して、定

状は出てこないんです。ですから、1 カ月前に気が

期検診が必要です。ただ、中には吸わない、飲まな

ついて来たのにこんなに進んでいたというのがよ

い人でもなるものはなるんです。ですから、特にハ

くあるんです。絶対に治せるのは早期のうちなんで

イリスクという方は絶対欠かさない。でもどんな人

す。ですからそういう状態で見つけるには、とにか

でも年に 1 回の検査がやはり必要であるというこ

く定期検診以外にないんです。

とです。

そうしますと、例えば食道がんの場合はほとんどが

司会：これはがん家系といいましょうか、cancer

手術の対象になってくるんですが、先ほど唐澤先生

family syndrome みたいな、そういう傾向はあるん

が言われましたように、早期のうちは、これは例え

ですか。

ばリンパ節の転移がないわけですから、ああいう大

鶴丸：がん自身が遺伝する疾患では絶対ないです。

きい手術をする必要はないんです。私たちも好きこ

ただ、今いろいろな遺伝子分子学的に発がんが研究

のんでああいう大きい手術をしているわけではな

されてはいるんです。いわゆるがんになろうとする

い。必然的にあのようになってしまったということ

ものを防ぐような遺伝子は当然あるわけです。だか

なんです。要するに、手術をしなくてすめば、それ

らそういうものはある程度遺伝してくる可能性。要
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するに、p53 とか、そういう遺伝子がある程度遺伝

ういったことをイメージしてもらえばいいと思い

する可能性があるわけですね。がん家系、がんが多

ますが、それに放射線が非常に有効です。

く発生した方、家族、あるいはがんに 1 回なった方

ということで、小さく切れば、放射線が必要という

は次のがんもありうるということで、遺伝ではない

ように今はセットになってきています。

が、なりやすい体質は多少あると、臨床的には感じ

司会：今までのところはいろいろな治療法、あるい

ています。

は臓器別の現状についてお話しいただきましたが、

司会：わかりました。先ほどの鶴丸先生のお話の中

せっかく来られていますので、今後の期待です。夢

で放射線療法が適用範囲がものすごく広がったと

はどうなんだというところを含めてお話しいただ

思われるんですが、唐澤先生、この問題については

きたいと思います。放射線療法の夢といいましょう

いかがでしょうか。

か。これからの将来の問題、まだ全然現実的なもの

唐澤：ありがとうございます。放射線治療は非常に

でなくてもけっこうでございますから、こういうも

ハイテクなものでございますので、近年の技術革新

のが夢なんだということを含めて、現状をお話しい

で非常に進歩したんです。おそらく 50 年前の放射

ただければよろしいかと思います。

線治療は適用範囲はあまり広くなかったでしょう

唐澤：ありがとうございます。いま非常におもしろ

し、副作用もあって、効果もあまりよくなかった。

い分野なのです。非常に進歩しています。まだまだ

診断機器の進歩と同様でございまして、放射線治療

やるべきことも多いのです。全く完成したものでは

機器の進歩は非常に急峻なんです。ですから、今ま

ございません。非常によくなってきてはいますが、

でこんなものは放射線で治らなかったのにという

まだ依然として発展途上でございます。正常のとこ

ものが治るようになってきている。放射線を集中し

ろをなるべく傷をつけないで、がんだけをやっつけ

て病気のところにかける技術、新しい種類の放射線、 よう。がんというのはどうしても丸くクリッとした
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例えば陽子線、重量子線とか、いろいろなものが出

ものではございませんので、周りのところは混ざっ

てまいりましたので、以前に比べるとずっとよく

ているわけです。正常の組織とがんが混ざっている。

なった。適用範囲は広がっていると言えると思いま

そこをいかにがんのところだけをやっつけるかと

す。

いうことは、たぶんお薬と放射線を併用するとか、

司会：わかりました。齊藤先生の乳がんのところで

いろいろな技術を加味して、今度は進んでいくので

は放射線とのタイアップが非常に重要かと思うん

はないかと思いますので、まだまだ夢はたくさん。

ですが、先生のほうからいかがでしょうか。

副作用がなるべくないというか、なくてがんを治す。

齊藤：放射線科、唐澤先生には日々お世話になって

患者さんにやさしい治療が夢でございます。

おります。乳がんは最近、先ほどの図でもお示しし

司会：ありがとうございました。高橋教授には抗が

ましたように温存術がずいぶん比率が高まってま

ん剤の専門医、がんの専門医として、肺がんも含め

いりました。これは 1 つは手術を小さくできるよう

てがんの専門医の要請。いわゆるがんの専門医は順

になってきたということは確かなんですが、もう 1

天堂に何人おられますかという質問も実は来てい

つは皆さんのニーズです。なるべく残したいという

るんです。その辺の問題を含めて、教育の面も含め

思いを反映しています。これは昔の温存術と今の温

て少しお話しいただけますか。

存術はだいぶ違ってきていまして、浸潤がんといっ

高橋：ありがとうございます。がんの専門医の定義

て、ちょうど植物で言えば実をつくる部分、タンポ

によるんです。現在、がんの専門医はいくつかござ

ポで言えば綿毛の部分、これは取っておかなければ

います。今いろいろな学会がございまして、例えば

いけないんですが、多少のひげ根を残さないと、そ

主に外科系のがんを先生が診ていらっしゃる学会

のニーズに応えられないという現状があります。要

と、内科系の抗がん剤を主に扱っているドクターが

するに、その植物を全部取らなければと思っていた

つくった内科系のがんの学会。それから基礎の先生

昔の大きな手術が、今は皆さんのニーズによって少

がやっているがんの学会といくつかの学会がござ

し残さなければいけない。その少し残したものを焼

います。現在までそれぞれの学会でばらばらに専門

く手立てとして、要するに除草剤をまくような、そ

医制あるいは認定医制をつくった経緯がございま

第3編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」 内容

す。

ず、日本全体で専門医を増やすということのいちば

国、厚労省はそれではいけない。患者さんにとって

ん大切な事柄ではないかと考えております。

バラバラあるのではなくて、画一化したものをつく

司会：どうもありがとうございました。齊藤先生に

りなさいということで、昨今、がん治療認定医機構

は乳がんの早期発見の一般の方に対するコツ、それ

という機構が日本にできました。その中にがん治療

と今後の夢といいましょうか、乳がんに対する今後

認定医を育成しようということで、具体的に言いま

の展望といいましょうか。将来像を少しお話しいた

すと日本癌治療学会と臨床腫瘍学会、日本癌学会、

だけますか。

全がん協という 4 つの学会および団体が共同でそ

齊藤：まずは有効だという検証がきちっとされてい

のような認定医制度機構をつくりまして、来年 1 月

るわけではないですが、まずお乳を触ってください、

に初めての試験が行われるようになります。ですか

毎日お乳を洗わない方はいらっしゃらないと思い

ら現時点においてはがん治療認定医はまだおりま

ますので、自分の胸を触るということ。それから自

せんが、それぞれの学会で、例えば内科系でした臨

治体からお勧めが来ている年齢になりましたとき

床腫瘍学会のがん薬物療法専門医がございますし、

に、受診率をやはり高めないと、全体で早期発見は

癌治療学会では臨床試験の登録医がそれに代わる

実現しませんので、自治体からの検診のお勧めが

ものだとしますと、すでにあるわけです。それぞれ

あったときには、それをきちっと利用していただき

専門医の定義が異なりまして、一貫していないとい

たいと思います。

うことで、今後はがん治療認定医が大きながんの専

あと夢を語るためには、やはり今の問題をきちっと

門家という意味では位置づけられるのではないか

明確にしなければいけないと思います。そのために

と考えております。

皆さんからいただいた質問はとても役に立って、先

実際にがん生涯教育センターでがんの専門医を育

ほど半分だけお答えさせていただきましたが、残り

成するということでございますが、4 年間たちます

半分は「乳腺センターが有名になればなるほど、待

と大学院を卒業しますので学位を取るわけでござ

ち時間がひどくなってきているようだ。中には夕方

います。それとともに専門医、これはがん治療認定

以降待って」ということが書いてありましたり、あ

医の専門医ということで、その専門医と学位を同時

とは「齊藤の体は大丈夫なのか。家庭はどうなって

に取れるコースということで、医学研究科長にこの

いるのか」、そんなことまでご心配いただいたり、

コースをつくっていただきました。このコースに来

あと「婦人科とつながりがあるのだが、乳腺セン

ていただきますと、そのような専門医が自動的に 4

ターにはそのままかかれるのか」とか、要するに

年後から生まれてくることになってきます。

ちゃんと外来に気持ちよくかかれて、また医師も健

私自身、がんの専門医を育成するのにいちばん大切

康を保ってということがずっと考慮されている診

なことは、やはり学生のモチベーションを上げるこ

療状況なのか。そういうことだと思います。

とではないかと思っています。医学部の学生は非常

この 4 枚をまとめてお答えをさせていただきなが

に多くおりますが、どこの大学でも横断的な講義は

ら、自分の夢を語りたいと思います。まず混み状況

なかなか行っていません。各臓器別の講義、そうい

はひどいです。夕方以降というのは、終電ぐらいに

うのがありまして、例えば腫瘍学とか感染症とか、

なる方がいらっしゃいます。私、当初、即日診断と

横断的な講義体系がなかなかございませんでした

いいまして、今日、おみえになった方は今日中に診

ので、例えば腫瘍全般に非常に興味を持ってやって

断しますというお約束をしたんですが、とうとう何

いこうという学生がなかなか育ちにくい環境が順

カ月か前に日付変更線を越えてしまいました。とい

天堂以外にもございました。

うことでそれ以降、1 回破られますと、どんどんルー

それではいけないということで、私が最後にお話し

ズになりまして、平気で 24 時を過ぎてしまうとい

しましたが、横断的な腫瘍全般を診断、病態、治療、

う診療を朝からずっとぶっ続けでやっています。

予防まで含めたものを幅広く講義をすることに

こういう状況はなぜ生じるかといいますと、やはり

よって、医学部の学生にかなり早い段階から興味を

専門医が足りないです。各県、平均 10 人ちょっと

持たせてやるということが、今後、順天堂のみなら

いるんです。しかし、その中で乳がんの専門医は外
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科で取っていたり、内科で取っていたり、放射線科

いますか、抗がん剤との併用がけっこう多いのです

で取っていたりで、やはりそれぞれの専門家がもっ

が、放射線との関連は食道がんがいちばん多いので

ともっと育つ必要があります。それから一生懸命や

す。ほかの大腸がん、胃がんは、先ほど唐澤先生が

ればやるほどそこがいいということでたくさん集

言われましたように放射線はあまり得手のほうで

まっていただくということは、こちらとしては気持

はない。食道がんも例えばリンパ節転移がないもの

ち的にはうれしいんですが、体としてはやはりつぶ

に関しては、化学放射線療法でかなり有効ではない

れていきます。

かと私自身は思っているんです。リンパ節に関して

これは医療行政の中で話しているのには限界が

は私の印象としては原発巣よりはやや効果が落ち

あって、もっと医者の数を増やさなければいけない。 るのではないかという印象を持っているもので、リ
もっと深刻な科はたくさんあります。私たちはまだ

ンパ節転移のある、ある程度転移があっても、5 個

これでもやっていられますが、小児科、婦人科であ

以内であればかなりの確率でこれは治せるわけで

るとか、どんどん足りなくなっている科がたくさん

す。5 個以上あったものは、やはりほかの集学的治

ある。これを行政のほうできちっと見直していただ

療、特に化学療法、そういったものを一緒にやらな

かなければならないと考えます。

いと成績がよくなっていかないという状況があり

齊藤の生活はご心配いただきましたが、何とかやっ

ます。

ております（笑）。現役で母親をやっていますが、

先ほども私のプレゼンテーションでお話ししたよ

きちっとご飯もつくっております。ただ、少し人に

うに、なかなか正確にはこれがつかめないというの

は見せられないような状況です。

が現状なんです。ですからそのがんがどういう状況

将来の夢です。先ほど少しありましたが、オーダー

にあるか、転移の状況にあるか。それがはっきりと

メード化がどうなのか。これはがんのレベルでも

わかれば、いろいろな選択肢が出てくると思うんで

オーダーメード化が必要です。やはり心に対しての

す。

オーダーメード化がとても必要だと私は思います。

司会：ありがとうございました。先生も家庭崩壊の

やはり病気に合わせる。それから患者さんに合わせ

医師の 1 人に入っているのですが、おうちは大丈夫

る。これがまだまだです。やりたいという意欲のあ

でございますか。

るものはたくさんいます。それが先ほどお示しした

鶴丸：おかげさまで私も子どもは 2 人いるのですが、

ようにチームで力を結集してやっていかないとう

2 人とも勝手に生活しているようで、何とかやって

まくいかないです。そのためのこれからの、ここで

おります。

テーマになります生涯教育だと思います。

司会：それでは、私のほうから少しお話をさせてい

そして高橋先生は大学院のお話をされましたが、大

ただきたいと思います。この中に「地域間格差の問

学院を出る方は一部です。大学院を出ない医者も、

題は大変重要だと思います」ということなのですが、

あるいはほかの医療者もやはりみんな同じ教育を

まさにそのとおりでございまして、地域間格差なら

受けるべきと思っております。ですので、細々とで

びに病院格差、これは明らかにございます。実はこ

はありますが、乳腺センターではそんなことをすで

の問題に初めて厚労省ががんセンターを調べて、も

にやり始めているということです。もっともっと心、 うこれは大変なことが起きているということで、今
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体のオーダーメード化が進んでいくことが私の夢

回のがん治療センター、がん拠点病院、がんの研修

です。

センターの設置に入ったわけでございます。厚労省

司会：どうもありがとうございました。それでは鶴

がやるということは必ずうまくいきます。実はいま

丸先生、消化管がんについての現状と夢をお願いし

皆さん方、いわゆる少子化問題、高齢化社会という

ます。

ことで非常に問題だ、問題だと言っているんですが、

鶴丸：要するにそのがんがどういう状況であるかと

実は 10 年前は人口が多いから減らしたい。みんな

いうのが検査できっちりとわかるようになったら、

長生きしたいというのが実は夢だったわけです。そ

例えば本当に外科の手術が必要なものか、あるいは

れが今は実に本当にそのとおり、人口が減って、高

化学放射線療法で治るものか。消化管は集学的とい

齢化社会になったわけです。ここに例のお金の問題
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が、年金の問題が入ったのでおかしくなってしまっ
た。
実は医師の数もそうでございます。もう十数年前に
医者は多いんだということで、医者を減らそうとい
うことで、実際に医者減らしに入ったら、ものの見
事に医者の数は減りました。それで今の問題でござ
います。ただし今回、厚労省はがんに対してものす
ごくしっかりがん拠点病院、がん研修センターをつ
くりましょうということなので、ぜひ期待をしてい
ただきたいと思います。
特にこの中で問題になります地域間格差は、がん治
療センターがきちんと出来上がったときには病病
連携、病診連携がきちんとできて、その差がなく
なっていくだろうということになろうと思います
し、来年の保険改正ではまたいろいろな意味で診断
をしていい病院、診断はしなくてもいいという病院
とか、そういう差をちゃんと分けてくるはずでござ
います。ぜひ期待をしていただきたいと思います。
それでは最後に、樋野教授から総括をいただきたい
と存じます。
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9. 総括～終わりに：がん生涯教育センターの時代的意義～
（順天堂大学大学院分子病理病態学

このがん生涯教育センターのシンポジウムをや

樋野興夫）

がん克服へということであります。要はがん研究

りましたが、思えば 2004 年に佐藤泰然生誕 200 年

の目的は、「人の体に巣くったがん細胞に介入し、

というシンポジウムをやったのであります。そのと

その人の死期を再び未確定の彼方に追いやり、死を

きにも「おわりに」を語りましたから、人生、終わ

忘却させる方法を成就することである。その目の患

りの人生ということであります。要は日本最古の現

者がそのがんでは死なないと思うことががんの治

存する医学学校として最も古い順天堂大学、来年

療であり、ほかの病気で死んでもいいということで

170 年になりますが、その順天堂大学で今までの一

あります。目の前に来た患者がその病気では死なな

皮むけたがん医療、がん医学はどうあるべきかとい

い。死を忘却させるということであります。

うことが我々に課せられた課題であると思うわけ
であります。
今日はこのように「がん克服へ」と題してこうい
うシンポジウムが企画されたわけであります。

がんというのはどんな人でも人生、いばらの道で
ありますが、にもかかわらず宴会でもあるというこ
とであります。人は最後に死ぬという大切な仕事が
残っている。これが我々のがん克服への道であろう

なぜがん生涯教育センターかということであり

と思うわけであります。これは天寿がんへの実現で

ます。一言で言えば、医師、医療従事者は生涯の学

あり、天寿をまっとうしてがんで死ぬ。我々はがん

徒であるということであります。なぜならば、患者

は共存しかあり得ないということであります。

は最新、最良の医療を期待しているからであります。

将来はがんで死なない時代が来るということで

専門家でさえ、日々の努力を怠るときに専門家とは

あります。こういうのをがん哲学、できればがん哲

言えなくなる。それが今の医療であります。であり

学外来をやりたいと思っているわけです。

ますから、我々は謙虚でなければならないというこ

これが順天堂、御茶ノ水でありますが、この順天

とであります。そのためにはなぜかというと、患者

堂の隣には医科歯科大学があり、我々順天堂もあり、

は尊厳であるからということになります。

片や日大もあり、もっと行けば東大もあり、そして

大学は学際的な活動ができなくなると、大学は滅

川を渡れば杏雲堂病院もあり、病院がたくさんあり

びるということであります。たとえ医療だけであっ

ます。1 日の患者は順天堂で 4000 人を超えていま

てもならない。我々は学際的な活動ができなくなる

すが、御茶ノ水界隈に来る外来の数は約 1 万人と言

と、大学は滅びるということを知らなければなりま

われております。しかしご覧のように JR にはエレ

せん。

ベーターがない。こういう町であります。でありま

がん生涯教育センターの時代的意義は、理念は、
「世界の動向を見つめつつ、歴史を通して今を見て
いく」。
使命は「俯瞰的にがんの理を理解し、
『理念を持っ
て現実に向かい、現実の中に理念を問う』人材の育
成である」。
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教授

すから、患者さんのほうでぜひ街全体をよくしよう
という動きになっていただきたい。これががん生涯
教育センターの決勝点であるわけです。我々大学の
みがよくなっても、患者にとってはよくならないと
いうことであります。
我々の求めるのはメディカルタウン。要するに街

社会貢献は、「複眼の思考を持ち、視野狭窄にな

全体がメディカルの街になる。順天堂、この御茶ノ

らず、教養を深め、時代を読む「具眼の士」の種蒔

水を中心にして、毎日 1 万人の患者が来るこの大学

きである」。これが大学の使命であろうと思うわけ

で、かつての城下町のように、天守閣があったよう

です。

に、大学病院を中心にしたメディカルの街にする。
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これが我々がん生涯教育センターの最後の決勝点
であろう。我々は空を撃つような健闘はしない。
我々は常に決勝点を見通した視点を持ちたい。これ
が日本最古の順天堂大学の一皮むけたがん医療、が
ん医学の夢であると思うわけです。
今日はどうもありがとうございました。

61

第4編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」

アンケート集計結果

第4編

市民公開シンポジウム
「がんの克服へ」
アンケート集計結果

63

第4編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」

アンケート集計結果

1. 参加者について
1-1 このシンポジウム開催を何で知りましたか？
案内状

92

ポスター

40

知人

25

ホームページ

8

新聞

7

その他

3

病院

2

医院掲示

1

会の案内

1

診察室

1

先生

1

待ち会い室で

1

連携大学

1

回答無し

13

総計

196

（回答者数：192、回答数：196（複数回答あり））

1-2 参加者の年齢
20 代未満

1

20 代

11

30 代

14

40 代

29

50 代

42

60 代

44

70 代以上

38

回答無し

13

総計

192

（回答者数：192、回答数：192）

64

第4編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」

アンケート集計結果

1-3 男女比について
女性

101

男性

79

回答無し
総計

12
192

（回答者数：192、回答数：192）

1-4 住まいについて
東京

98

埼玉

34

千葉

29

神奈川

15

静岡

2

その他

4

回答無し
総計

10
192

（回答者数：192、回答数：192）

1-5 立場について
患者

58

患者家族

22

患者友人

1

医療関係者

42

一般の方

54

その他
回答なし
総計

5
10
192

（回答者数：192、回答数：192）
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2. 講演について
小川理事長・学長「がんに対する順天堂の取組み」
2-1 講演内容について
107

よかった

59

普通
どちらともいえない

6

不満

2
18

回答無し

192

総計

（回答者数：192、回答数：192）

2-2 講演内容について（年齢別傾向）

よかった

普通

どちらとも
いえない

不満

回答なし

20 代未満

0

1

0

0

0

20 代

3

7

0

1

0

30 代

8

4

2

0

0

40 代

15

8

1

0

5

50 代

21

14

2

0

5

60 代

30

11

1

0

2

70 代以上

23

12

0

0

3

無

7

2

0

1

3

107

59

6

2

18

192

（回答者数：192、回答数：192）
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2-3 講演内容について（男女別傾向）

よかった

普通

男性

45

26

女性

56

無
192

どちらとも

不満

回答なし

1

1

6

30

5

1

10

6

3

0

0

2

107

59

6

2

18

いえない

（回答者数：192、回答数：192）

2-4 講演内容について（立場別傾向）

よかった

普通

患者

35

13

患者家族

12

どちらとも

不満

回答なし

3

0

7

10

0

0

0

いえない

患者友人

1

0

0

0

0

医療関係者

22

14

2

0

4

一般の方

28

19

1

1

5

その他

4

1

0

0

0

回答無し

5

2

0

1

2

107

59

6

2

18

192

（回答者数：192、回答数：192）
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2-5 講演についての感想
1

総合科が早く出来れば良いです。（科目がわかれていると時間がかかる）

2

大学の枠をこえて取組みをしていて、感心できた。

3

取組みの内容が理解できた。

4

わかりやすかった。

5

がんに対する医学の姿勢として当然である。

6

取組みについての説明がわかりやすかった。

7

大変よい。

8

がんに関する全体像を話していただき勉強になりました。

9

順天堂の「得意とするがん分野」を打ち出してほしい。

10

ぜひ実現させて頂きたいと思います。

11

教育の充実化を計って下さい。人間として質も大切だと思う。

12

わかりやすいお話でした。

13

プロジェクターの内容をレジメとして予め配布して欲しい。

14

一般的抽象的なお話であり、十分把握できなかった。

15

私たちのような一般人の存在も視野に入れて下さっている点がよいと思った。お話も聞きやすかった。

16

もっと簡潔に話をまとめると良いと思う。

17

これからの意気ごみに大いに期待しております。

18

順天堂を越えて日本の医学（がん）の取組み方向が分かった。

19

取組みがわかった。

20

がん取組に意見ありません。期待しています。

21

各関係職種間共同研究に期待します。

22

広く共同取組について理解を深めた。

23

理想と実態とがかい離しないよう努力していただきたいと思います。

24

順天堂が他の大学と協同し、どのように取り組んでいるかがよくわかった。

25

主旨はわかるが、市民にとってあまり関係がないと思ったが、先生方のお話をきいたあと、あー、そ
ういう事で力を入れているのかとわかりました。

26

オープニングセレモニーで市民に貴校の取組みを理解してほしいという位置づけだと思います。ただ
患者としては、目の前の現実論をうかがいたく思ってしまいました。新しい取組みは重要であり、こ
れまで以上のご指導等々に期待いたします。

27

68

心のかよった治療をお願いしたい。
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3. 講演について
木南医学研究科長「がん生涯教育センターについて」
3-1 講演内容について
よかった

82

普通

76

どちらともいえない

13
2

不満

19

回答無し

192

総計

（回答者数：192、回答数：192）

3-2 講演内容について（年齢別傾向）

よかった

普通

20 代未満

0

1

20 代

3

6

どちらとも

不満

回答なし

0

0

0

2

0

0

いえない

30 代

8

4

2

0

0

40 代

12

10

2

0

5

50 代

15

17

3

1

6

60 代

23

15

4

0

2

70 代以上

17

18

0

0

3

無

4

5

0

1

3

192

82

76

13

2

19

（回答者数：192、回答数：192）
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3-3 講演内容について（男女別傾向）

よかった

普通

男性

32

34

女性

47

無
192

どちらとも

不満

回答なし

6

0

7

36

7

1

10

3

6

0

1

2

82

76

13

2

19

いえない

（回答者数：192、回答数：192）

3-4 講演内容について（立場別傾向）

よかった

普通

患者

25

21

患者家族

9

11

どちらとも

不満

回答なし

4

1

7

2

0

0

いえない

患者友人

1

0

0

0

0

医療関係者

21

13

4

0

4

一般の方

20

25

3

0

6

その他

3

2

0

0

0

回答無し

3

4

0

1

2

192

82

76

13

2

19

（回答者数：192、回答数：192）
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3-5 講演についての感想
1

少し分かりにくかった。

2

併存疾病。

3

声が少し聞きづらかったが、チーム医療について理解できた。

4

内容が理解できた。

5

少しくわしく説明があった。

6

がん治療に対し生涯教育の急務は非常に大切なことである。

7

生涯教育センターの構造をもう少し詳しく知りたい。

8

医療従事者としての技量は当然として「人格者」であってほしい。その点での教育は？

9

プロジェクターの内容はプリント版でも配付して欲しい。

10

順天堂大の特徴が不明確。

11

昔の認識のままで、立教は文系の大学と思っていました。

12

内容はよかったのだと思うが、少し聞きづらかった。

13

もう少しはっきり話すともっと聞きやすい。

14

スライドの文字が見にくかった。

15

専門用語がわからない。

16

今後の実行を見守りたい。

17

声通らず、もっと自信持って話して下さい。

18

細かく理解出来る説明に感謝します。

19

組織的取組について理解を深めた。

20

一般市民が対象の講座なので、この項目については概要を端的にお話しいただければ、十分だと思い
ます。やや難解でした。

21

教育の道すじがしっかりしていて、高度な医療が学べると思う。

22

患者が苦しまない医療を望みたい。

23

主旨はわかるが、市民にとってあまり関係がないと思ったが、先生方のお話をきいたあと、あー、そ
ういう事で力を入れているのかとわかりました。

24

オープニングセレモニーで市民に貴校の取組みを理解してほしいという位置づけだと思います。ただ
患者としては、目の前の現実論をうかがいたく思ってしまいました。新しい取組みは重要であり、こ
れまで以上のご指導等々に期待いたします。

71

第4編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」

アンケート集計結果

4. 講演について
林田先生「がん治療センターについて」
4-1 講演内容について
よかった

99

普通

68

どちらともいえない

6

不満

1
18

回答無し

192

総計

（回答者数：192、回答数：192）

4-2 講演内容について（年齢別傾向）

よかった

普通

どちらとも
いえない

不満

回答なし

20 代未満

1

0

0

0

0

20 代

3

7

0

1

0

30 代

9

4

1

0

0

40 代

14

9

1

0

5

50 代

17

19

1

0

5

60 代

26

14

2

0

2

70 代以上

24

11

0

0

3

無

5

4

1

0

3

192

99

68

6

1

18

（回答者数：192、回答数：192）

72

第4編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」

アンケート集計結果

4-3 講演内容について（男女別傾向）

よかった

普通

男性

40

28

女性

55

無
192

どちらとも

不満

回答なし

3

1

7

35

2

0

9

4

5

1

0

2

99

68

6

1

18

いえない

（回答者数：192、回答数：192）

4-4 講演内容について（立場別傾向）

どちらとも

よかった

普通

患者

32

17

3

0

6

患者家族

14

8

0

0

0

いえない

不満

回答なし

患者友人

1

0

0

0

0

医療関係者

22

15

1

0

4

一般の方

24

22

1

1

6

その他

3

2

0

0

0

回答無し

3

4

1

0

2

192

99

68

6

1

18

（回答者数：192、回答数：192）
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4-5 講演についての感想
1

がんセンターの活動および、内容が良く分かった。

2

緩和ケアセンター。

3

がん治療に対する考えがわかった。

4

チーム医療が理解できました。

5

がん治療の具体的活動がよく説明されていた。

6

センターについて、ケアについて理解しやすかった。

7

スライドが暗く、文字が見えにくい。

8

緩和ケアの重要性に気づいた。

9

センター長頑張って下さい。

10

終末期の患者にきちんと最期を迎えさせるのも治療の 1 つという言葉が印象的でした。

11

チーム医療の重要性。

12

スライドが一部見にくい。

13

是非、実行に移してほしい。

14

相談支援センターは患者、家族共に心強いものとして頂きたい。

15

益々のご活躍お祈り致します。

16

声通らず語尾はっきりしなったです。

17

わかりやすかった。

18 「がん治療センター」に期待しています。
19

いろいろな供存疾病を有する治療に期待します。

20

具体的取組について理解した。

21

実際の活動内容をもう少し詳しく聞きたかった。

22

パワーポイントが少し見づらかった。実際の活動に興味を持つ内容で今後の報告を期待しています。

23

オープニングセレモニーで市民に貴校の取組みを理解してほしいという位置づけだと思います。ただ
患者としては、目の前の現実論をうかがいたく思ってしまいました。新しい取組みは重要であり、こ
れまで以上のご指導等々に期待いたします。
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5. 講演について
鶴丸先生「がん治療の現状と展望」
5-1 講演内容について
155

よかった

29

普通
どちらともいえない

2

不満

0

回答無し

6
192

総計

（回答者数：192、回答数：192）

5-2 講演内容について（年齢別傾向）

よかった

普通

20 代未満

1

0

20 代

6

5

30 代

12

40 代

19

50 代

どちらとも

不満

回答なし

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

7

1

0

2

33

8

0

0

1

60 代

40

4

0

0

0

70 代以上

33

3

0

0

2

無

11

1

0

0

1

155

29

2

0

6

192

いえない

（回答者数：192、回答数：192）
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5-3 講演内容について（男女別傾向）

よかった

普通

男性

64

10

女性

82

無
192

どちらとも

不満

回答なし

1

0

4

17

1

0

1

9

2

0

0

1

155

29

2

0

6

いえない

（回答者数：192、回答数：192）

5-4 講演内容について（立場別傾向）

どちらとも

よかった

普通

患者

48

10

0

0

0

患者家族

19

3

0

0

0

いえない

不満

回答なし

患者友人

1

0

0

0

0

医療関係者

31

8

1

0

2

一般の方

43

7

1

0

3

その他

5

0

0

0

0

回答無し

8

1

0

0

1

155

29

2

0

6

192

（回答者数：192、回答数：192）

76

第4編

市民公開シンポジウム「がんの克服へ」

アンケート集計結果

5-5 講演についての感想
1

少し早かったがわかりやすかった。

2

写真、図が見やすい、分かりやすかった。

3

化学療法はまだむずかしいですね。

4

がん細胞が小さすぎると画像診断ができないので、それをできるようにすると、早期に治療できて生
存率が上昇する。

5

詳しかったが、講演が長かった。

6

もう少しゆっくりと話して下さい。

7

がん治療の日本の現状をどのように進展させるかがよく分った。

8

胃がん死亡数のカラクリには驚いた。

9

スライドの文字がとても小さく、全く見えない。

10

マイクの音量（声の大きさ）はっきりし、聴きやすかった。

11

食道がんの日本一を今後も目指して下さい。

12

とても解りやすい説明でした。

13

集学的治療の重要性は理解される。

14

具体的に説明され良かったです。

15

難しい内容でしたが、わかりやすかったです。

16

大変具体的で良かった。

17

集学的治療の必要性が良く分かった。

18

もう少し時間をかけて話してほしかった。

19

年齢比率の換算は、よくはわかりませんが、数字をうのみにしないことがよくわかりました。

20

治療法の組合せなどについて、わかりやすく説明していただき勇気がわいてくるようなお話だった。

21

資料がもう少し大きく方が見やすい、声が聞きやすい。

22

わかり易く話していただけたと思う。

23

数値のカラクリの一端が理解できた。手術だけでは治せないが、手術することの大切さが分かった。

24

発表時間が短く、かけ足でのお話になってしまったのが残念でした。

25

集学的医療に期待する。

26

がんとはがよくわかりました、もっと知りたかった。

27

たいへん良かったです。

28

声がよく通り聞き易かった。食道がんの早期発見のむずかしさもよく解りました。

29

わかりやすかった。

30

内容も興味深く、話し方も上手でした。時間を増やし、もう少しゆっくり伺いたかったです。

31

治療法よく説明して下さり理解出来ました。

32

集学的医療の重要性とそれを実現する環境が順天堂にあるということがわかり、心強く感じた方も多
いと思う。

33

現状データを見せていただき理解しやすかった。少し医学用語が入ると一般の人は難しく感じるかも
しれないと思った。

34

Dr に緩和医療の知識の教育を行ってほしいです。（特に外科）
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6. 講演について
齊藤先生「乳腺センターにおけるがん治療」
6-1 講演内容について
165

よかった

21

普通
どちらともいえない

1

不満

0

回答無し

5
192

総計

（回答者数：192、回答数：192）

6-2 講演内容について（年齢別傾向）

よかった

普通

どちらとも
いえない

不満

回答なし

20 代未満

1

0

0

0

0

20 代

8

3

0

0

0

30 代

13

1

0

0

0

40 代

25

3

0

0

1

50 代

37

4

1

0

0

60 代

41

3

0

0

0

70 代以上

29

6

0

0

3

無

11

1

0

0

1

165

21

1

0

5

192

（回答者数：192、回答数：192）
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6-3 講演内容について（男女別傾向）

よかった

普通

男性

64

12

女性

92

無
192

どちらとも

不満

回答なし

0

0

3

7

1

0

1

9

2

0

0

1

165

21

1

0

5

いえない

（回答者数：192、回答数：192）

6-4 講演内容について（立場別傾向）

よかった

普通

患者

50

7

患者家族

17

4

患者友人

1

医療関係者

39

一般の方

どちらとも

不満

回答なし

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

46

6

0

0

2

その他

4

1

0

0

0

回答無し

8

1

0

0

1

165

21

1

0

5

192

いえない

（回答者数：192、回答数：192）
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6-5 講演についての感想
1

とても分かりやすい説明でよかったです。乳がん検診の必要性を再認識させていただきました。

2

わかりやすくとてもよかった。

3

わかりやすかった。患者さんがきましたが、納得してました。

4

心のオーダーメード期待してます。でも心の教育は、難しそうですね。

5

前回の乳がんの説明に加えわかりやすかった

6

互いの理解をもって行きたい。ホルモン療法。

7

院外でも患者と交流をもったり、研修に行ったりして、いいことだと思った。

8

よりわかりやすく、転移のゆく先が理解できた。

9

乳がんとは、乳腺センターの紹介、すばらしかった。

10

乳がん治療に不安を感じていましたが、お話をうかがってよく分かりました。
安心して検査を受けてみようという気になりました。

11

知り合いがセカンドオピニオンで順天堂を受診、こちらで治療中なのがよく分った。

12

乳がんの怖さがよく分った。

13

近年、よく耳にする乳がんについて、いろいろな点からの説明がわかりやすかった。
チーム医療についても興味深かった。

14

もう少しお時間を取っていただきたかった。

15

ますます斉藤先生を尊敬いたしました。

16

よくわかりましたが、少し長かった。

17

啓蒙活動の重要さが良く分かりました。国をあげてするべきでしょう。

18

とてもわかりやすく患者さんへの説明の参考となりました。

19

乳がんは 5 年でなく 10 年 15 年をみなくてはならない。

20

そろそろ受診してみようと思います。

21

患者会とはおもにどんな話が多いのでしょうか。（先生も同席しますか）

22

検診がもっと普及することを期待しています。

23

分かりやすくて良かったです。

24

わかり良いお話しでした。

25

よかったが、最後の方のパネルは読む前に変わってしまって残念！

26

女医さんで特に判り易かったです。今後も期待させて頂いております。

27

実際の実務の様子がわかり、よかったです。

28

医学の進歩がたのもしく感じられた。患者と一緒に病気を検討するのはいいと思う。

29

とてもわかりやすいお話でした。乳腺センターにおけるがん治療をもっと詳しく知りたいと思いまし
た。

30

分りやすい説明であった。

31

治療が日進日歩だそうで、たのもしいです。

32

チーム医療の表をもう少し詳しく見せてほしかった

33

途中からだったので最初はわからなかったのですが、よくお話をきいていると、わかるようになりま
した。
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34

医学の進歩で明るい老後がみえてきました。

35

熱意が伝わってきた、理解しやすい。

36

わかりやすいと思う。
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37

具体的によくわかるお話しで、検診を定期的に受けようと思いました。

38

今後の活躍を期待したい。

39

発表時間が短く、かけ足でのお話になってしまったのが残念でした。

40

チーム医療に期待する。

41

よく理解する事が出来ました。

42

非常によかった。がん治療に対する熱意が強く伝ってきた。

43

薬物療法や放射線治療の有効性を知ることができた。

44

わかりやすかった、日進日歩におどろきました。

45

乳がんに対しての治療方針を 2 年毎に世界が 1 つになり決定しているとの事、初めて知りました。と
ても希望が持てました。

46

女性のがん死亡第 1 位、生存率、原因ないなどこわいです。

47

早期発見、早期治療の重要性について理解できました。

48

市民講座にふさわしい講演で、予防の大切さをこれだけ大勢の人々が聞いても普及するには、より大
変な努力が必要であると感じた。

49

とてもわかりやすかった。

50

何よりも早期発見のこと。

51

もう少し時間が欲しかった。

52

主治医（外科）にお願いして病理永久標本をみせてもらいましたが、病理医の話をききたいとのお願
いは、現在の体制では無理だといわれ、これから変わるとは思いますが・・・。でも、病理医のお話
をきけること（自分の治療方針を納得したかったので）に驚き、とてもうれしく思いました。
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7. 講演について
高橋先生と唐澤先生「がん治療の集学的チーム医療」
7-1 講演内容について
154

よかった

25

普通
どちらともいえない

1

不満

0
12

回答無し

192

総計

（回答者数：192、回答数：192）

7-2 講演内容について（年齢別傾向）

よかった

普通

20 代未満

0

1

20 代

5

6

30 代

11

40 代

23

50 代

どちらとも

不満

回答なし

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

3

0

0

3

33

8

0

0

1

60 代

40

2

1

0

1

70 代以上

31

3

0

0

4

無

11

1

0

0

1

154

25

1

0

12

192

いえない

（回答者数：192、回答数：192）
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7-3 講演内容について（男女別傾向）

よかった

普通

男性

59

13

女性

86

無
192

どちらとも

不満

回答なし

1

0

6

10

0

0

5

9

2

0

0

1

154

25

1

0

12

いえない

（回答者数：192、回答数：192）

7-4 講演内容について（立場別傾向）

よかった

普通

患者

47

5

患者家族

19

3

どちらとも

不満

回答なし

1

0

5

0

0

0

いえない

患者友人

1

0

0

0

0

医療関係者

33

7

0

0

2

一般の方

42

8

0

0

4

その他

4

1

0

0

0

回答無し

8

1

0

0

1

154

25

1

0

12

192

（回答者数：192、回答数：192）
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7-5 講演についての感想
1

内容はわかりやすかった、声がもう少し大きくお願いしたかった。

2

唐澤先生：放射線治療よくわかりました。

3

特に高橋先生、簡潔でよかった。

4

言語が早くても大変ためになる内容でした。

5

がんに対する具体的な治療の仕方が理解できた。

6

どの科も必要に応じてチームが組めるともっといいなと。全体にこのようなシステムが出来てよかっ
た。

7

医療関係者であれば、良く理解できたが、一般の方には、もう少し具体的な写真を大きく提示してあ
げると良いのではなかったでしょうか。

8

唐澤先生：新しい言葉を知りました。高橋先生：まとまった講演でした。

9

放射線腫瘍医を 10 年で 2 倍にすると！感銘！

10

がん治療は分離集合ではなく、内容をとらえた集学的チームであるべきことがよく分かった。

11

放射線治療について今まで知らないことを知ることができた。

12

少し早くて理解しにくいところもあった。唐沢先生の声が小さくてきこえにくい。（後方）

13

放射線治療についての講演を大学で行ってほしい。

14

医学物理士の不足の再認識、緩和ケアチームの不足の認識を得た。

15

唐澤先生：医学物理士の不足（少ない）ことについて、おどろいた。

16

放射線の名医が少ないことに驚きました。

17

化学療法通院でお世話になっており、大変参考になりました。

18

集学的チーム医療についてよくわかりました。順天堂大学がパイオニアとなるよう期待しています。
肺がんの早期発見がもっと可能となることを期待しています。

19

放射線治療の有効性に目を開かれた。この分野の医療従事者の少なさにびっくりした。特に放射線物
理士。

20

夫が神奈川県内の病院にかかっていますが、安心の出来る説明がなくて悩んでいます。
身内でも何人もがんでなくなっていますので素晴しい事だと思います。

21

人材の育成にがんばってほしい。

22

よくききとれない所があった。高橋先生のお話はすごくわかりよかった。

23

アメリカに追いつくよう期待しております。

24

一番なじみない分野で、これからの御活躍期待しております。

25

放射線療法の特殊性を知る事ができました。

26

少しかけ早すぎた。

27

放射線アレルギーは自分もあるので納得します。放射線が有効なものと、ききにくいもの等参考にな
りました。

28

唐澤先生：集学的チーム医療の重要性がよくわかった。
高橋先生：聞いていてがん撲滅への強いお気もちが伝わり頼もしく感じました。

29

声のめりはりがあり、よく説明をしてくれたのでわかりました。

30

放射線化学療法の治療法の違い等がなんとなく分かってきました。

31

資料が見やすくわかりやすい、声の大きさが少しずつ小さくなったのが残念。

32

がんになった時、このようなチームプレーで治療して下さることに本当に安心し、おまかせできると
感じました。
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33

発表時間が短くかけ足でのお話になってしまったのが残念でした。

34

マンモグラフィーを受けようと思った。

35

緩和ケアセンターは心丈夫です。

36

詳しいご説明ありがとうございます。放射線療法の希望が持てるという事等を知る事ができました。

37

放射線治療に対し理解できた、高橋先生声もお話しの仕方もよくよかった。

38

唐澤先生のお話では放射線治療について理解を深めることができた。

39

わかりやすかった。

40

高橋先生のお話は聞きやすかったです。
唐澤先生の内容は良かったですが、話し方が単調で声も小さく、残念でした。

41

高橋先生：組織意識改良、集学的治療、チーム医療に期待します、緩和ケアセンターあるのはうれし
いですね。
唐澤先生：放射線治療日本も 25%→米国率に達し、きちんとした治療が出来るよう願っています。
頭頸部がんの疑いがあるのですが望み出ました。

42

放射線療法、化学療法について興味深い内容でした。

43

医学物理士という職種について、初めて学習した。
教育が進み、医学物理士・放射線腫瘍医が増えることを望みます。

44

放射線治療の有効性に目を開かれた。この分野の医療従事者の少なさにびっくりした。
特に放射線物理士の充実に期待したい。

45

肺がんについて、もう少し話して下さい。
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8. 第 2 部のシンポジウム～総括について
8-1 シンポジウムの内容について
110

よかった

13

普通
どちらともいえない

1

不満

0
68

回答無し

192

総計

（回答者数：192、回答数：192）

8-2 第 2 部のシンポジウムについて（年齢別傾向）

どちらとも

よかった

普通

20 代未満

0

0

0

0

1

20 代

6

3

0

0

2

いえない

不満

回答なし

30 代

9

2

1

0

2

40 代

18

2

0

0

9

50 代

23

3

0

0

16

60 代

24

2

0

0

18

70 代以上

24

1

0

0

13

無

6

0

0

0

7

110

13

1

0

68

192

（回答者数：192、回答数：192）
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8-3 第 2 部のシンポジウムについて（男女別傾向）

よかった

普通

男性

45

6

女性

60

無
192

どちらとも

不満

回答なし

1

0

27

7

0

0

34

5

0

0

0

7

110

13

1

0

68

いえない

回答者数：192、回答数：192）

8-4 第 2 部のシンポジウムについて（立場別傾向）

よかった

普通

患者

33

3

患者家族

15

2

どちらとも

不満

回答なし

0

0

22

0

0

5

いえない

患者友人

1

0

0

0

0

医療関係者

24

5

0

0

13

一般の方

29

3

1

0

21

その他

4

0

0

0

1

回答無し

4

0

0

0

6

110

13

1

0

68

192

（回答者数：192、回答数：192）
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8-5 第 2 部のシンポジウムについての感想
1

病々連携、病診連携のあり方を考えているものです。私個人のところでも、外来で化学療法を受けら
れるようにと、部門を開設しはじめておりますが、患者さんの為の外来として、常によい方向にして
ゆきたいと考えております。あらゆる方向から工夫が、そして我々医療人が常に研鑽してゆかねばと
再確認させていただきました。ありがとうございました。

2

一般市民にもわかりやすい説明でした。

3

司会がしゃべりすぎ。

4

食道がんに移行する不安を持っています。早期発見を心がけ定期検診を毎年行っています。ありがと
うございました。

5

始めの時間がずれておそくなったが、なるべく始めの時間は守って進行するとよかった。放射線療法
が進歩しているがよくわかった。

6

放射線の有用性を良く理解してもらおうという主旨が良くわかりました。斉藤先生の率直なお答えが、
同じ母親として仕事をする者として共感できました。がんばって下さい。

7

来春出発！

8

具体的なお話しも勉強になりました。

9

しかし、唐澤先生の声がはっきりしない。後方席を意識して下さい。

10

質問に答える時間を長くとってほしかったです

11

今後も時々公開講座をして下さい。

12

期待大です。

13

いろいろな立場の医師から意見をきくことができ、よかった。

14

樋野先生の最後の講演、スライドも印象に残った。いいしめでした。

15

先生によって、よく説明をして下さるようで色々ありがとうございました。

16

林田教授の司会が良かった（パネルディスカッションの成否は司会者の力量に負うところがないか）。
パネラー全員の熱意が伝わった。データ採りや分析、考察、考証が大切であることを再確認した。久
し振りに実りの有るシンポジウムだった。
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17

具体的なお話しで、どの先生も非常に解り易かった。特に斉藤先生、高橋先生。

18

一般市民として、普段なかなか知り得ないことを学ばせて頂きました、ありがとうございました。

19

うれしくて涙がでました。樋野先生、来てよかったです。はげまされました。

20

具体的で良かった。

21

皆の意見に対する御返事は良く理解できました。

22

質問書記入しまして答えていただき、本日出席出来て、本当に良かったと思っています。感謝します。

23

シンポジストの先生方はどなたも誠実で、専門的なことをわかりやすくお話しいただき、満足です。

24

それぞれの専門の先生方のお話でわかりやすかった。

25

現実的でよかった。

26

教育者として大変考えさせられる会でした。
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9. 次回以降のシンポジウムで取り上げて欲しいテーマは？
1

「あらゆるがん疾患の早期発見の具体的手法」など。

2

アレルギーの病気。

3

胃がん。

4

医師と患者の程良い関係。

5

医師の本当の技量とは---。

6

痛風、糖尿病、痔。

7

うつ病などメンタルの問題。

8

うつ病について。

9

各臓器ごとのがんについて、もっと具体的な内容を希望します。

10

がん検診に関して。

11

患者同士でのコミュニケーションの意義について。患者家族↔ 患者のコミュニケーションの在り方に
ついて。コミュニケーションにおけるインターネットの可能性について。

12

がん治療センターでの実際の症例を紹介してほしい。緩和ケアの症例を紹介してほしい。

13

がん治療と費用の問題、特に早期発見の為の診療を受けやすくしてほしい。

14

がん治療に関するもの。

15

がん治療費について。

16

がん治療を始める前立腺がんの患者。

17

がん専門薬剤師、がん専門看護師に関するテーマ（具体的な将来像など）をお願いします。

18

がん専門薬剤師について詳しく。

19

がんに対する薬物療法における副作用、抗がん剤への耐性。

20

がんにならないための生活。

21

がんの治療について、薬剤師、看護師との関係、役割。これからのチーム医療。

22

がんの治療について、薬剤師、看護師との関係、役割。これからのチーム医療在宅ケアについて。

23

緩和医療。（がんにおける）

24

緩和ケアについて。（4 名より）

25

経済面の支援は？ご助言など。

26

研究面について知りたいと思います。

27

抗がん剤治療と代替医療を合わせた総合医療の現状と将来。

28

抗がん剤について。

29

心のケア。

30

個別のがんにしぼった治療方法ついて、セミナーを開いてほしい。

31

今回以外の科を取上げて下さい。少ないのはあまり聞くことがないので、なぜと理解出来ないものも
ある。

32

今回以外のがんについて。

33

今回で終ることなく是非 2 回目以降続けてほしい。

34

自分は骨粗症で有り、筋肉が弱く骨に関するお話しも聞きたいです。

35

終末期医療と死生感。

36

終末期医療について。
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37

順次症例をあげて説明をお願い致します。

38

消化器系をテーマに。

39

女性のがんについて。

40

自律神経失調症、ストレスによる睡眠障害。

41

腎臓病とくに腎臓結石について、眼科緑内症、白内症。

42

末期がんとホスピス。

43

専門医の話し、そして専門看護師のシンポジストの参加を期待している。

44

前立腺がん、甲状腺がん。

45

それぞれのがんに対してもうすこしわかりやすく話をして下さい。

46

大腸がんについて、くわしく知りたい。（2 名より）

47

地域医療について。（地元医療との連携など）

48

血液について、人体における水分について。

49

適応障害、うつ等、心の問題について。

50

膠原病について。

51

日本と海外のがん治療の相違点。

52

乳がん。

53

認知症とその予防、日常の運動、食事など、具体的に。含む早期発見と対応等。

54

脳硬塞など如何でしょうか？

55

脳疾患について。

56

脳血管の病気。

57

肺炎、喘息。

58

婦人病。

59

放射線治療について、がん種類別に。

60

保険医療と実費医療について。薬等、欧米に比べ認可が遅いようですので、がんの早期発見の方法は？

61

本日のテーマ（特に集学的治療）の進捗状況。

62

緑内障の手術について。

63

難しい課題ではあるが予防について。（原因が判明ではあるが）

64

免疫疾患の現状と今後の課題。

65

もうすこしゆっくりと時間をとって患者にわかるように話をして下さい。

66

予防の医学。
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アンケート集計結果

これからの医療に求めるものは？

1

3 時間待ちの 3 分診療ではなく、もう少し余裕のある診察を希望。

2

暖かい医療。

3

新しい学説に眼を光らせて進歩的な医療をしてほしい。

4

安全、安心、納得。

5

いいお医者さんが育ってくれますように。

6

医師、薬剤師、看護師 etc. の質の向上。

7

痛みとどうつき合うか？

8

痛みの少ない治療、免疫治療について保険での認可、研究を早めてほしい。

9

医療従事者の人間性。

10

医療とケアについて。

11

医療とは、疾患治療だけでない、精神的治療も大きいのではないか。

12

慈恵に通院しておりましたが、検査機械がこれほど違うのかと驚いてしまいました。技術と信頼、何
よりも患者の声を感じて下さい。

13

オーダーメイド医療の実現。厚労省の現場の考えの理解、行政向上。

14

外科的、化学的治療はもちろんのこと、心のケア。

15

外来での待時間が長過ぎ。

16

各科、地域医療とのネットワーク。

17

各専門のチーム医療。

18

患者が苦しまず、なやまず過ごせるか（自分勝手でしょうか）。

19

患者、そして家族の心のケアを含めての医療を考えてほしい。センターの設立はうれしいものです。

20

患者中心の医療が進められること。

21

患者と医者のコミュニケーションが大切だと思います。

22

患者とよくコミュニケーションが出来る医師。

23

患者に対して親身になれること。医療従事者の質の向上。

24

患者に判りやすい病名、治療説明を。

25

患者の心の問題を考えていくこと。

26

患者の精神ケアと考慮した医療を順天堂からお願いします。

27

患者の立場に立った医療。

28

患者の立場に立った思いやりの有る医療、出来ることは出来る、出来ないことはできないとはっきり
伝える。患者の社会的地位、富でなく、症状に応じた医療の提供。

29

患者の立場にたっての医療。

30

患者の立場へのより深い配慮。

31

患者一人一人のニーズに合わせた治療。医師と患者の情報の共有。医師と患者が対等な立場で話せる
環境作り。

32

患者をあちこち移動させるのではなく、力説されていたように集学的に治療していただけるとよいと
思う。それに精神的な面でのサポートも加わってほしいと思う。

33

がん治療にかかる費用の低下。（高度先進医療）

34

がん難民をへらすこと。
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35

がんの末期に家族がどのように接していけばよいのか。

36

がんの専門医を増やす。

37

がんの早期発見につながるよりよいスクリーニング検査や器具の発見、開発、研究。

38

がんのみならず他の医療も細かく心をくばってもらいたいと思います。
患者に優しさを忘れずに、頼れる医者になってほしいと思う、順天堂のためにも。

39

緩和ケアの充実。

40

今日シンポジウムでの各先生方の夢の実現に努力して頂きたいと思います。

41

検査結果の「ロボット」ではなく医師本来の人柄を生かした、心に患者の気持の理解出来る力。
患者からみて「ホッ！」と出来る先生になってほしい。

42

高度化するがんに、諸先生大変でしょうが、頑張って戴きたい。

43

効率的に資源の分配、お金、人員、施設。

44

高齢者への負担率を早く下げてほしいと願います。

45

個々人にあったオーダーメイド治療。サービスの充実。メンタルケアも含めた医療サービス。

46

最新、最良の診療。

47

先進医療の負担経減。

48

先端医療も大切ですが、一人のひとを全体として診られる総合内科というようなものが必要ではない
でしょうか。そしてそのような力量のある医師が地域の診療所にいらして、その地域の人々の健康を
支えてもらえたらいいなと思います。

49

職種や医局のワクを越えた医療、患者中心の集学的医療の発展を望んでいます。

50

治療より予防の心得について。

51

治療率が上がることがベスト。

52

過剰医療をしないでほしい。

53

専門医にかかれる病院を多くしてほしい。

54

専門医療の推進はもちろん、オーダーメイド医療、患者第一の医療を言葉だけでなく、実践して欲し
い。（医療スタッフの充実）

55

早期発見が最良の治療ですか？せっせと定期検診を受けましょう。

56

それぞれの分野 1 本の医療医院が多くあっても良いと思います。

57

地域。

58

チーム医療。

59

チーム医療での治療。専門医療人の育成。

60

チーム医療の医療施設（病院）での実施。

61

辛くない治療の発展。

62

唐澤先生が最後にお話してくださったことは、とても大切です。
患者の為になる治療が安心して受けられると言うことです。

63

どこの病院に行っても手術した時からの CT やペットなど、診療が全国で医師が共有出来たら手術後、
地元に安心してかかれる。乳がんなどは何年がかりなので手術した時の説明書一枚で転院するのが心
配です。

64

乳がん→500 円玉の大きさになる前に、しこりが発見できるようにし、少しでも治療期間を短くして
欲しい。
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65

人間性。

66

人間を大切に。

67

人を社会生活を営む個人として。

68

病気にならないようにする医療。
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69

不安をとりのぞいて欲しい。

70

不妊医療の経済的、心理的バリアーを低くすること。

71

古い観念のみにとらわれない、フレキシブルな考え方！

72

放射線医療の人材育成。

73

迷わないこと。

74

もっと治療費が安くなるとよい。

75

もっと治療効果を高め、治療費を安くすること。

76

より高度な医療体制の充実を希望します。

77

私の主人は 12 年前、大腸がんになり、全身の骨に転移し、半年で死亡いたしました。

アンケート集計結果

発見まで 1 ヵ月もかかり、すでに手遅れと言われ、ただ見ているだけだったということにくやしく思っ
ています。12 年前このような医療チームがあったら、治ったかもしれないと感じました。
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11.
1

アンケート集計結果

これからの教育に求めるものは？

10/6（土）本講堂における乳がんセミナーに参加させていただき、本当にありがとうございました。
最後に斉藤先生が参加している医学部生さん達に「（パネラーの皆の声を）しっかり聞いています
ね？」とおっしゃった姿が全てだと思いました。

2

名医たらずとも良医たれ！

3

医学のことはわかりません。（それぞれの先生方にこれぞと思う自分に納得の行く医療をお願いしま
す）

4

医学の知識技術のみではなく、心理的な面での教育が必要。「心のいたみがわかる」人間的な医師が
ほしい。

5

医学プラス人間性の向上。

6

医師、看護師不足は、何とかならないのでしょうか？

7

医師としての徳育。

8

医師にあっては人間性。（順天堂は出来ていらっしゃると思います）

9

医師の質の向上→医学生のやる気を上げるようなものを行う。

10

医師の先生の患者への接し方。

11

医師の人間性の向上。

12

医師不足に貢献して頂きたい。

13

医療技術の向上だけでなく、心理学、哲学などの知識もチーム医療を行う上では必要ではないかと思
う。

14

医療だけではなく、修身的な事も考えて下さい。

15

医療知識の普及。

16

いろいろな病気について知識を得ることが肝要。

17

患者の気持がわかる、人間的にすばらしい医師をそだててほしい。「生涯の学徒」であるとはいいこ
とばです。

18

患者の気持を大事にする。

19

患者の訴をしっかり受け止められる医者。

20

患者の立場に立つ人間としての教育。

21

がん専門医の育成。

22

がんと宣告された時、本当にガックリとなります。
このドン底に在る者に何とか生きる気力を起こさせるような信頼のある医師になってほしい。

23

技術はもちろん大事ですが、人間性も高めてほしい。

24

基礎のしっかりした根拠ある教育？

25

基本をしっかりとした教育は絶対必要と思う。たとえ、研修医であっても、医療従事者は、医師であ
ることは忘れてほしくない。

26

コメディカルの育成、やはり医療が医師中心だけでなくチームとして患者をケアする教育を行って頂
きたい。

27

社会のニーズに合った教育。

28

終末期の人をいかに受けとめてあげることができるか、形式的でなく、その人間の生を受けとめられ
るような（マニュアルでなく）人間性を育てることが必要なのではないでしょうか。
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29

小学生の頃より病気に関して関心をもつ様、話を取り入れてほしいと思います。

30

人格ある Dr．

31

すでに順天堂で実施されていますが、治療現場での検診や相談（限定されますが）も若い研修医の方
や大学院の先生にも見てていただくことが（話し方や対応のしかた）大変重要だと思います。

32

精神面。（患者の顔も見ずに対応するのはやめてもらいたい）

33

専門医育成のための、より特化した環境づくりと専門教育。

34

専門医の教育を高める。がんが治る治療法を研究。

35

専門性。

36

地域差が早くなくなる様に、すべての Dr に基本的な事がゆき渡る様にしてほしい。現在の診療され
てる医師にもリカレント教育の場がありますように。

37

哲学。

38

人間性。

39

人間的な成長（道徳、倫理感）をぜひ促すようなカリキュラムを期待したい。

40

人間の全体を見わたせる人材を多く出して下さい。

41

人創り。

42

人として人に対する思いやることのできる教育を！まだまだ医者においてもその真について足りな
い人たちがみうけられます。

43

人の痛みのわかる医師の養成。専門的知識のある看護師の育成。

44

一人のひととしての人間教育が第一。

45

病院、医師の立場を押しつけるのではなく、患者の話しをもっと良く聞いてほしい。（患者が気をつ
かってしまう）

46

不足している専門医の教育。

47

不足している分野（例えば、産婦人科、脳神経外科・・・）に医学生が多く進むよう指導してほしい。

48

放射線治療の良さを進めてもらいたい。

49

本日のテーマそのものです。（分業化された医療ではなく、専門→総合医療をめざすチーム医療）

50

前進のみ。

51

誠心誠意の心を育てること。

52

無駄な教養科目を廃し、将来に役立つ教育を。

53

無知な患者にも、辛抱強く指導して下さる先生。順天堂には、そうした先生が多いので安心できます。

54

やはり病気に対し、動揺している患者に、Dr と共に闘っていける様に。
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12.

アンケート集計結果

その他ご意見

1

ありがとうございました。

2

ありがとうございました。勉強になりました。

3

医療も細分化して全体をみられる Dr がもっと多いといい。

4

いろいろと勉強に成りました。ありがとうございました。

5

お忙しい中、時間をいただきありがとうございました。

6

外国からの医学部生、医師も教育してほしいです。

7

各先生方のお話しの中身が大変深い。専門的なお話しのため、聞く者としては一回では理解できない
ことが多いので、次回もがん治療のお話を計画してほしい。

8

がん患者もそうだが、みる家族ががんの場合（看病する側が）どのように気持ちをもって看とればよ
いのか。

9

患者としてさらなるセンターの充実を願っています。

10

患者を含めたチームで、共に誠心誠意、努力を重ね、意識、及びモラルの高度化（質の高い医療文化）
の醸成を望む。

11

がん治療の現状における問題点を網羅したシンポジウムと思いますが、この壮大なテーマ、教育を
コーディネートする強力な人材が存在するのか？（横断的な）

12

がん生涯教育センターが開設された事、大変よろこんでいます。発展を祈ります。

13

がん専門医が少ないのにおどろきました。かなり「がんとは」が理解できました。
ありがとうございました。集学的医療が出来る病院が多くなることを望みます。

14

緩和ケアを重視している点が素晴らしい。

15

基本的に医療サービスは医療機関が提供し、心のケアは他の専門家もしくは友人家族、あるいは患者
同士で提供できないか、そのような体制が少しでも進めば、医師の忙しさはやわらぐのではないか。

16

講演は難しく理解しづらかったのですが大変勉強になりました。パネルディスカッションは楽しく参
考になりました。ありがとうございました。

17

このシンポジウムは是非とも長く続けて下さい。いつも有難うございます。

18

今回のような公開講座の他に、地域教育、社会教育、通信教育をどのようにすすめていかれるのかが
知りたいところです。

19

今回のようなシンポジウムを定期的に開催して欲しい。

20

参考になりました。希望がわきました。

21

質の高い患者中心の医療と看護を提供できるような人材が育つような教育をぜひとも望みます。
自分ががんを患い、戦っています。しかし、安心して順天堂で手術、治療をうけることができ、幸せ
に思います。私は、本学の卒業生ですが、センターの発展を期待しています。

22

市民講座をどんどん開催して下さい。

23

主人は当院で 50 年前に脳腫瘍の手術と放射線治療により現在（1 年前）脳梗塞を発生、要介護 1 で
す。
酒もタバコも、又暴飲暴食の生き方をしてきましたが、手術後の生活指導についても、今後の人達に
よろしくお願いします。

24

順大の意気ごみがよくわかりました。研究だけではなく患者にとっていい医療であるよう望みます。
いただいたボールペンとても書き良いものです。
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順天堂医院では「○○様」と呼ばれますが、大変嬉しいことです。看護師さんも皆さんがやさしくて
いねいで嬉しく、他の病院でも見習ってほしい教育だと思います。ただ外科が混み合い 2～3H 待つこ
ともあって疲れてしまいます。本日のシンポジウムは専門的知識も多く、早く大変ですが、とても大
切な機会だと有難く思います。

26

順天堂医院は、他院に比較すると入院費が高い。

27

順天堂で診察していますが、曜日が限られているが、診察曜日を広げてほしい。

28

順天堂の医療については良く理解出来たが、私達患者がどう治療や生活をしていったら良いか、患者
がどうすれば良いか。

29

シンポジウムがはじまる前、少し PR で病院、女性外来等、大学のビデオでも投影してはどうか。
机のない席には画板がなにか借してはどうか。（机の席が一杯の時）

30

シンポジウムは非常に勉強になります。今後もよろしくお願いします。

31

スライドの文字が小さく、中には全く見えないものがあった。音声も聞きとりにくい時もあり、20
代の自分が理解しにくいのだから、視覚、聴覚の劣える年配の方々には全く分からない人も多かった
のではと思う。

32

説明のスライドを印刷して配付されたい。

33

素人の受講者としては内容が多く、講義のスピートが速く、もっとテーマ（がんの種類）をしぼって
ゆっくり聴きたい。

34

第一部全般について、プロジェクターのデータはプリントして、レジメとして配付して欲しい。

35

大学病院であるからなのでしょうか？。患者のなかに生活を維持できない方はいらっしゃらないの
か･･･｡チームケアが医者中心（あるいは医療）であるように感じました。当たり前といえばあたり前で
すが、患者中心に考えた場合、サイコオンコロジスト（どこにでもいるわけではない！）のほか、臨
床心理士や MSW など、少し幅広いチームは必要ないとお考えなのでしょうか？心のケア部分にもう
少しあつみがほしい！です。

36

大変お忙しい折、このような勉強をさせていただきまして本当に感謝致します。
こちらの病院は大変アットホームで驚いております。医師、看護師、事務の方他スタッフの方々がと
ても自然で、不思議な位です。患者は HP などで、東京の病院の比較などかなり必死でさがしている
と思うのですが、たとえば私は初診時早朝 5：40 から並び初診整理券入手しましたが、6 時、7 時の
スタッフの方々の対応には素晴らしい気配りでびっくり致しました。知人からの口コミで「親戚がお
世話になったが、私が患者だったらここに入院したい」のひとことで紹介状を書いていただきました。
ここまで患者の精神的負担を軽くしていただける病院にお世話になることができ感謝しております。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

37

大変頼しく思いました。

38

たいへん分かり易いご解説を有難うございました。希望の光の見えるとても素晴らしいシンポジウム
でした。

39

確かにいろいろな格差があり、もし私が乳がんといわれても貴院へ通って最先端の治療をうけれるか
（体力的、金銭的など）疑問です。しかしこのようにファイトのある先生方がいらっしゃるというこ
とがわかり、私達も又がんと戦っていこうと思いました。

40

チーム治療の話しが多々あった中で栄養士の話が全く出ず驚きました。まさに時代遅れと伝えざるを
得ません（患者の立場から）。先生の中で病院食を食べた方がいますか？ご一考を！

41

父も、私も全面的に信頼し、安心しております。

42

通知、連絡が遅いです。仕事の都合で友人が来られません。次回は、そのようなことのないよう、早
めにご連絡方いただきたく存じます。

43

定期検診による早期発見の重要さを再確認した。次回も是非出席したいと思います。
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44

アンケート集計結果

何名かが発表してくださる場合、内容によって設定時間を変えてほしい。もっと、じっくり聞きたい
方、途中で退屈してしまう方がいました。

45

日本のどこにいても、いい治療を願っています。

46

葉書（通知）が 1 週間前ですと遅すぎます。せめて 2 ヵ月いや 1 ヵ月前に連絡する努力をして欲しい。
今回、友人がどうしても仕事の都合で来られなくて非常に残念でいます。そういう方の声を強く受け
とめていただきたく存じます。

47

パワーポイント見にくいものが多かった（特に前半）色あいや文字数を少なくして図、写真を多くす
るなど、視覚的に訴える工夫が必要だと思います。

48

非常に良い試み、今後も続けて下さい。私の静岡県伊東市の知人は静岡病院に救急で入った。残念な
がら 8 月に死亡したが、非常にていねいに治療してもらったと家族は感謝しています。

49

病気がわかってから、周囲でインターネット等、調べてくれました。情報をもっている人、もってい
ない人の差が大きいと思いました。最近新聞でもよくとりあげられているが、法律施行でキャンペー
ン中とわかりました。

50

勉強させていただき感謝！ありがとう御座いました。

51

本日はありがとうございました。大変、ためになりました。これからもよろしくお願いいたします。

52

毎回とても参考になる。良い勉強をさせていただいております。次回のシンポジウムを楽しみにして
います。◎スタッフの皆様ごくろうさまです。

53

難しい話もありましたが、分かりやすい説明はとても分かりやすかったです。がんについての知識、
乳がんについての知識がつきました。

54

もう少し、大きい声がマイクの音量を大きくしてほしい。

55

私は、薬を 4 種類のんでいますが、4 年と言う長年のんでいて良いか不安です。行く未はがんになる
のでは心配でなりませんです。

56

私は今現在、ほかの病院で手術をして、現在は抗がん剤治療をしています。乳がんだっていわれ、本
当におちこみました。もし、転移しているとすれば、時々MRI や CT をとったりすれば、よろしいの
でしょうか？

57

私は順天堂様の患者ですが、先生方には良く見て頂きありがたさしかありません。ぜひ、シンポジウ
ムを続けて頂きたく思います。
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アンケート用紙

アンケート集計結果

――

1.講演について
1)小川理事長・学長「がんに対する順天堂の取組み」
・よかった

・普通

・どちらともいえない

・不満

（ご意見等）

2)木南医学研究科長「がん生涯学習センターについて」
・よかった

・普通

・どちらともいえない

・不満

（ご意見等）

・不満

（ご意見等）

・不満

（ご意見等）

・不満

（ご意見等）

3)林田先生「がん治療センターの活動」
・よかった

・普通

・どちらともいえない

4)鶴丸先生「がん治療の現状と展望」
・よかった

・普通

・どちらともいえない

5)齊藤先生「乳腺センターにおけるがん治療」
・よかった

・普通

・どちらともいえない

6)高橋先生と唐澤先生「がん治療の集学的チーム医療」
・よかった

・普通

・どちらともいえない

・不満

（ご意見等）

・どちらともいえない

・不満

（ご意見等）

2.第 2 部のシンポジウムは、
・よかった

・普通

3.次回以降のシンポジウムで取り上げてほしいテーマは？

4.これからの医療に求めるものは？

5.これからの教育に求めるものは？

6.その他ご意見等ありましたらご記入ください。

ア）このシンポジウム開催を何で知りましたか？
・ホームページ

・ポスター

イ）年齢は、・20 代未満
ウ）性別は、・男性

・案内状

・20 代

・知人

・新聞

・30 代

・40 代

・埼玉

・千葉

・その他（

・50 代

）

・60 代

・70 代以上

・女性

エ）お住まいは、・東京

・神奈川

・静岡

・その他（

）

オ）本日来られたのは、
・患者として ・患者家族 ・患者友人 ・医療関係者として ・一般の方 ・その他（

）
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1. 概

内容

要

1-1 名 称
第 1 回がん生涯教育センター国際シンポジウム

「New Era of Cancer Education（がん教育について考

える）」

http://www.juntendo.ac.jp/graduate/laboratory/labo/cancer/lecture/l_07.html

1-2 日時、場所、対象
2 月 20 日(水)

開催日時：

開催場所： 順天堂大学
参加対象：

14：30～17：30

本郷キャンパス

10 号館 1 階 105 カンファレンスルーム

がん医療に興味ある医師・看護師・薬剤師・医学物理学士・学生等

1-3 内 容
14:30
14:35
15:10
15:45
16:20
16:55
17:25

Opening Remarks 木南英紀

順天堂大学大学院医学研究科長

Guest Speaker: Janis Apted, M.L.S.
"Mentoring:A Key to Success in Medicine and Research"
Guest Speaker: David P. Ryan, M.D.
"The Education of Medical Oncologists at Massachusetts General Hospital"
Guest Speaker: Ritsuko Komaki, M.D.
"How to Educate Radiation Oncologists"
Guest Speaker: Faiz M Khan, Ph.D.
"Medical Physicist:Roles, Responsibility, and Education"
Panel Discussion
Closing Remarks 樋野興夫

順天堂大学医学部病理・腫瘍学講座教授

"Formative Force of the New Era"

~ Guest Speaker の紹介
Janis Apted
(M.L.S. Executive Director, Faculty Development, University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center)
Ritsuko Komaki
(Professor, Radiation Oncology, University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center)
David Ryan
(Clinical Director, Tucker Gosnell Center for Gastrointestinal Cancers, Massachusetts General
Hospital Cancer Center)
Faiz M. Khan
(Professor Emeritus, Department of Radiation Oncology, University of Minnesota, Medical School)
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1-4 主催、後援
主催：順天堂大学

がん生涯教育センター

後援：順天堂大学、新潟大学、東京理科大学、明治薬科大学、立教大学

1-5 参加者の概要
参加者：71 名
事前申込者：25 名

（欠席 2 名）

当日参加者：46 名

1-6 アンケート回答数
アンケート回収：42 名分
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2. Opening Remarks
（木南英紀

順天堂大学大学院医学研究科長）
After keen competition, our program, The

Good afternoon, ladies and gentlemen.

Foundation of the Center for Lifetime Cancer
It is a great pleasure to welcome all of you to the

Education, was selected as the next project.

This

first symposium of the Center for Lifetime Cancer

program is going to enable us to educate cancer

Education.

specialists from a consortium of five universities,

First, I would like to thank the four speakers who

including Juntendo University, Niigata University,

have traveled a far distance and taken their

Tokyo University of Science, Meiji Pharmaceutical

valuable time from their busy schedules to attend

University, and Rikkyo University, in collaborating

this symposium. Your interest and effort have

with five representative cancer hospitals in Japan.

helped us to make this symposium possible.

To the participants gathered here, I would like to
present a brief background on the purpose of this
symposium with a few slides.

Last year, MEXT, the Ministry of Education,
Sports,

Science

and

Technology

of

Japan,

announced support of the “Human Resource
Development Plan for Cancer 2007,” with the
objectives shown here.

This is the curriculum for the training course of

Although mortality rate from cancer is the highest
among all diseases in our country, there is a

our program.
Let me talk about the details later.

I would like

national shortage of specialists who can deliver

to ask you to come back to these slides after the

holistic and multidisciplinary cancer treatment.

lectures and we will discuss more then.

Developing these qualities and abilities in cancer
professionals is urgently needed.

There

are

the

goals

and

objectives

for

establishment of our Center for Lifetime Cancer
The plan supports outstanding programs that

Education.

train and educate a variety of skillful cancer

The first is to develop a practicaleducation

professionals such as doctors, pharmacists, nurses,

/research center for training core members of a

and other medical engineers.

high-quality “Cancer Medical Team.”
The second is to re-educate medical experts to

The plan aims to promote the vitalization of
academic

education

and

sophisticated cancer experts.

the

training

of

keep up with rapidly advancing cancer medical
care.
The third is to strengthen local medical centers
that can offer superior medical treatment.
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The last is to provide greater opportunities for
interaction with patients, local residents and
citizens.
We held a symposium in October last year to
discuss the last four objectives and over 250
people gathered here, at the Ariyama Halls of our
university.
So we look forward to hearing the four speakers’
experiences, theories and new developments in
cancer education and hope that in total it will prove
informative, interesting and useful.
OK, now we would like to start the Symposium.
Thank you very much.
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3. Mentoring:A Key to Success in Medicine and
Research
（Guest Speaker: Janis Apted, M.L.S.）
Ms. Saito, Associate Professor (speaker intro-

in 2006; total research funding is about $410

duction)：

million; our budget is about $2.5 billion; and we

We are very glad to invite a professional person on

have over 65 nationalities working at M.D.

faculty development and training advising like you.

Anderson and that kind of diversity amongst the

We seldom have the chance to learn how to teach

patients, too.

the younger generation as well as the chance to

probably typical of most big academic health

learn communication skills between colleagues and

centers in the United States.

I think that kind of diversity is

leadership, so it’s a very good opportunity to learn
how to do this especially from someone at the M.D.

M.D. Anderson has invested a lot of money into

Anderson Cancer Center in the United States.

faculty development.

We feel it’s a commitment.

So please go ahead.

We hire in very, very top talent – the best clinicians,
the best scientists, as does Massachusetts General
Hospital, as do the top institutions in the United

-----------------------------------------------------------

States. They are an investment. We don’t want
I wanted to tell you a little bit about M.D.

them to fail at their work. We don’t pick mediocre

Anderson at first to give you a background, an idea,

scientists and we don’t pick mediocre clinicians.

of the size of our institution and what we do.

This

We pick the best. But we also know that because

is a major research and clinical care institution in

they are a good scientist or a good clinician, does

the United States.

We go back and forth with

not mean that they will be a successful academic.

Memorial Sloan-Kettering in New York City with

There are a lot more skills involved in being

being number one in the country in terms of

academicians than purely the science or purely the

research and clinical care in cancer.

clinical work.

We have a staff of 17,000, which includes 1,300

Faculty development offers about 60 to 70

And we have about 40% of our

programs a year, and we cover a variety of topics.

faculty doing basic research science and 60%

I will show you in a minute the kinds of programs

doing clinical care. Many of our clinicians are also

we offer.

active researchers; in fact, they are required to be

which includes two faculty.

full-time faculty.

We now have a full-time staff of 11,

researchers.
Right
M.D. Anderson sees about 79,000 patients a

we

offer

a

full-time

“Faculty

Leadership Academy” that is by invitation only. So,

We have

faculty who show a talent for leadership or who are

11,000 patients per year participating in clinical

going into being chairs of departments or section

trials; 521 hospital beds; 927,000 outpatient visits

heads are invited into a full year-long program on

year, including 27,000 new patients.
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This is not a mini-Masters in

Business Administration type of program.
two of those and they failed.

We did

What we really

would be very concerned about people who work
as hard as you do.

And I’m going to say some

more about that, because really tired clinicians

needed was a program that had looked at

make mistakes.

interpersonal skills and helped our faculty and

first 10 or 15 years, you’re not going to have that

leaders develop interpersonal skills so they could

investment available for 20 or 25 years.

run these complex teams.

say more about that later.

So, this year-long

内容

And if you burn them out in the
So, I’ll

program focuses very much on who you think you
are as a leader and what it is that you think you

We have an organizing skills program. Believe
it or not we have someone on staff that will go into

need to be developing interpersonally.

your office and help you to organize your files, your
It’s been such a successful program and it’s in its

PDA, your computer desktop, and do time

sixth year now; but we have a small two-day

management with you and your assistant.

program called the “Heart of Leadership Program”,

reason we have kept that person on board is our

which is for junior faculty.

studies have indicated that faculty productivity has

Early-career faculty

The

coming into M.D. Anderson go into this two-day

gone way up because of her help.

And a lot of

program which looks at collaboration, competition,

faculty get paralyzed just from overwork and can’t

teamwork and interpersonal skills.

dig themselves out of those piles of work and all
the email that keeps flooding in.

We

also

have

a

graduates

program

for

everybody who has been through the Faculty
Leadership Academy.

There are advanced topics

And we have a new Faculty Mentoring Initiative,
which is why I am here to talk to you.

in leadership and we do those two to three times a
All right, how did we get so interested in

year.

mentoring?
And we have a “Junior Faculty Development
Program,” which we have just started that is for all

For one thing, there was some disappoint on the
part of the senior faculty with the progress of more

new early-career faculty and it is mandatory.

junior faculty.

We had invested a lot of money in

We have a full teaching skills program; although

programs called, for instance, the “Trust Fellows,”

we are not a medical school, we do a lot of

which is a select elite group of junior faculty who

teaching.

the

were recruited in to be the best scientist in the

University of Texas Medical School across the

world and we were hoping they would be award

street, also with Baylor College of Medicine.

winners, like Howard Hughes Medical Institute

We

have

collaboration

with

So, a

lot of teaching goes on in M.D. Anderson of clinical

award winners.

Much to our dismay, they didn’t

fellows, interns, and residents.

turn out to be award winners.

And in looking at

what had happened, and at looking at some of our
We have a full faculty health program, which
addresses things like work-life balance, stress, how

other faculty, we realized they weren’t getting the
personal attention they needed to succeed.

to identify clinicians or researchers who are getting
to the point of being impaired (drug addiction or
alcohol abuse or whatever).

And I’ve been

listening to some of you about your hours.

We

We looked at mentoring across the United States.
Mentoring is becoming a huge initiative in
academic health centers because they, like M.D.
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Anderson, are investing a lot of money into these
people and we cannot afford to have them have

We also know, and this is a quote from one of the
senior researchers who is a brilliant mentor, that

mediocre careers.

new faculty need a “massive amount of help to be
The National Science Foundation has recently
required

that

mentoring

for

post-docs

be

successful.”

He treats every new faculty member

as though they are a student.

He walks them

documented in order to receive funding. So, that’s

through the basics of how to think like a scientist,

really motivated a lot of centers to look at

and how to take that science and translate it into

mentoring.

clinical applications.

And the Howard Hughes Medical

So, he has saved the

Institute requires researches to prove successful

careers of a number of people who have been

mentoring, not just good intentions, to qualify for

since switched from their departments into his

funding.

department because he knows how to mentor and
groom scientist and good scientific thinkers.

Now why is mentoring important?
What is needed for success now is far beyond
For one thing, medicine and research science

technical. It includes interpersonal skills, later on

are enormously complex enterprises. This is not

administrative

like 30 or 40 years ago. I’ve been working for 35

leadership skills.

years.

skills,

obviously

research

and

When I started in medicine, you could

afford to have a few years where you were kind of

Competition for funds is fierce. We have senior

finding your feet. Or a few years where you didn’t

faculty now who are not getting their grants

quite get the grants you needed. The money was

renewed. We have a lab whose whole existence

there and you were subsidized. It isn’t that way

is threatened because their big grant wasn’t

anymore. We can’t afford to have young people

renewed and they are just starting to show success,

come in and not get a quick start to their careers.

so we are providing bridge funding.

And much of what they need to learn is the implicit

difficult time in the States in terms of money for

knowledge that more senior people have.

science and research.

don’t

mean

Because

just

senior,

out-of-touch

with

senior,

high-level

high-level

faculty

the

most

junior

And I
faculty.

can

It’s a very

A lot of it has gone to the

Iraq War and has been siphoned out of research.

be

faculty.

Turn over costs of a scientist can be anywhere

Sometimes it takes just faculty members 2 or 3

from $500,000 to $2 million.

years ahead who can say, “Don’t make this

investment.

mistake,” “Go to this physician for help,” “Go to this

engaged in their work are not as productive as we

scientist for help,” or “Talk to Janis Apted in Faculty

would like them to be and many of our faculty on

Development,”

ombudsman

the junior levels have told us they feel isolated and

program” who can help them avoid making those

they feel, even though they are top students

critical mistakes that can derail careers.

coming out of top institutions, they are afraid.

or

“Go

see

the

This is a huge

Academic faculty who are not fully

They are afraid of not being as smart as the next
The route to success is not easy.

There are a

guy.

lot of unwritten rules. The attitude on the part of
some of our senior faculty is “I got here the hard
way. You can get here the hard way.”
just doesn’t work.
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concerned about work/life balance. I just had a

looking at mentoring, Vanderbilt University School

class of 52 early-career faculty assistant professors

of Medicine, for instance. In your offer letter, you

and all 52 said their major challenge, their major

get the names of three mentors who will be your

concern was work/life balance and having time for

team of mentors.

families. This is very different. You know, it used

wherever you are in your career today, to your next

to be, especially for people our age, that you got

level of success.

内容

And they will take you from

into work and you worked, worked, worked. They
don’t want to do that anymore. They don’t want to

So, if you come in with a ‘KO1 award,’ they are

work 100 or 120 hours a week. They don’t want

with you until you get an ‘RO1 award.’ And they

your lives. They want other lives that are fuller.

are very clear about their standards. They meet

They’ve had many more opportunities. Dr. Ryan

with the person probably three times a year for an

has his son here. This boy is traveling. They are

hour or two at a time. They look very closely at

getting out in the world; they’re seeing things;

what’s going on with the career; they ask what’s

they’re doing things. They don’t want to work 120

happening with the family life; they ask if the

hours a week.

individual is investing in their own personal

And I’ll bet you don’t either if you

interests; they look at the publications; they look at

are really honest!

how they are planning their time.
Multidisciplinary team work requires a heck of a
lot of emotional intelligence.

We are doing a lot of

multidisciplinary teamwork.

You need honest,

candid feedback on how to be effective in a team.

They do the

whole thing.
Let me say a little more about this work/life
balance stuff. We have found, and the literature
supports, that young faculty (any faculty) who

Our patients come from all over the world. They

invest in their own personal lives, have much more

represent a dizzying array of ethnic and cultural

resilience to get through an entire career than

groups and that makes delivering care very

somebody who does nothing but work.

challenging.
You are in an institution, an organization that is
I have to say that academic medicine is

very political. You don’t know the political cycles it

becoming less attractive to clinicians and scientists.

is going to go through, right?

A good colleague of mine who is running the

you don’t know from one day to the next whether

Faculty Affairs department at Indiana School of

your chair(person) is going to be the same person.

Medicine recently told me that he asked his clinical

You can come in one day and they’ve changed

fellows, a big class of clinical fellows, “How many of

leaders on you.

you are going into academic medicine?” Not one.

those waves out, and you’re investing everything in

Not one was going into academic medicine.

your work, you just don’t have the inner strength to

They

In the United States,

If you don’t know how to ride

can make a lot more money in private practice.

ride out these waves.

So we are very, very, very

So what can academic medicine do to attract the

interested in seeing that our faculty have rich

best and to keep them?

personal lives, in addition to having these all-star
research and clinical careers.

Now, you can quickly look at these slides.

I’ve

given you some indication as to who is doing
mentoring at other institutions.
This is a big deal.

A lot of institutions are
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Now, that is an all too common thought on the
part of very, very busy senior people. So what I
will talk to you about later is that it doesn’t have to
be the most senior people helping the junior people.
In fact, even our senior faculty have asked for
mentoring. So it doesn’t stop. Once you go from
being assistant professor to associate professor
you don’t just stop needing mentoring.

We’ve

matched up new chairs with more experienced
chairs for mentoring, new division heads with very
OK, those slides will give you the chance to see

experienced division heads for mentoring, senior

But I bring this up because

faculty with other senior faculty who have changed

here’s an interesting case, University of California,

their careers, who are tired of being clinicians or

San Francisco Clinical and Translational Science

researchers and want to branch off into something

Institute just got a $123 million grant to restructure

else.

their clinical translational research program.

mentoring.

who is doing what.

A

So, there are lots of different forms of

chunk of that money is going to support a new
Mentor Development Program, a Junior Faculty

I like this quote from Daniel Tosteson, who was

Mentoring Program, and a Faculty Mentoring

the dean of the Harvard Medical School 25 years

Academy.

ago, he said:
“We must acknowledge that most important,

Why? Because mentoring is seen as one of the

indeed the only thing we have to offer our students

key factors contributing to success in academic

is ourselves. Everything else they can read in a

medicine. So, this is serious business.

book.”
Those junior people are looking at you as the

All right, what is mentoring?

models of success, and the behavior that they
I don’t know if in Japan you have a tradition of

manifest for you is what they see you doing. So,

mentoring. We did in the United States up until, I

we’ve had some problems, like every other

would say, about the mid-80s or so. It kind of fell

academic institution in the country, with very

by the wayside because the clinical load got so

abusive surgeons, for instance. We had an issue

heavy and the research load got so intense that

with a surgeon who threw a used syringe at a nurse

many faculty felt that they could no longer spend

in the O.R. We’ve had abusive faculty who have

the time cultivating the younger faculty.

I’ve done

really gotten mad at people in the halls, publicly, or

many, many focus groups and surveys, and I will

played favorites, or stolen people’s research and

give you some direct quotes:

put their names on the research.

This is not

atypical of very competitive institutions, but we do
“I know a winner when I see one, and I don’t
have time for the others.”

not want that behavior at M.D. Anderson. We try
to nip it in the bud when we see it happening.

or…

we try to pay a lot of attention to interpersonal skills,

“There are those who are born to be stars and

and we’re very candid. “We don’t want that kind of

the rest we just put up with.”

behavior here. Don’t you show that behavior here.”
So, it’s very clear.
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And they don’t take credit for work that was the

OK, what do mentors do?

mentees work. And this is a huge problem in
And mentoring doesn’t

competitive science where mentors are scarfing up,

mean you have to spend hours and hours with a

gulping up the work of their junior people and

person. It could be five minutes or ten minutes.

claiming credit. This is a problem.

Certainly, they listen.

It could be a quiet moment of mentoring where you
give somebody candid feedback, for instance,

And, they don’t take over.

“That was a really good presentation you gave. I
think you could have been a little bit clearer in your

They don’t force.

conclusion. I think you might look at this-and-this

They don’t use undue influence.

article to see if you can strengthen that conclusion.

And they don’t condemn or lose critical oversight.

And if you want to talk about it with me some more,
please come to my office.” It doesn’t have to be a

Now, this is an article I would really like to
recommend that you read.

difficult, complex kind of situation.

Dr. Eva Singletary

works for M.D. Anderson and she wrote a fantastic
They

support

and

facilitate;

they

provide

article; there’s a reference in here, so you can see

networking and connect people to networks; they

it. It’s in the “Annals of Surgical Oncology.”

And

teach by example; they serve as a model for

when she was coming into be president of the

adhering to the highest values in every area of life;

American Surgical Oncology Association, she

and they encourage and motivate.

wrote an article on mentoring.

And she says if

you look at a surgeon, for instance, what is it that
They promote independence.

And one of the

we do with surgical trainees?

Well, at M.D.

things we see in a lot of junior faculty is a kind of

Anderson, we hire in a lot of our surgeons as

passivity in their careers, which is worrying.

clinical fellows because we want to train them
ourselves.

They promote balance, we hope.

There are

It is very important to the surgeons

that they train our own fellows in how they want

some faculty we would never put in a mentoring

surgery done.

position because they are toxic, frankly, and we

excellent clinical skills to get onto M.D. Anderson’s

don’t want them mentoring anybody.

faculty as a surgeon.

But,

fortunately, we don’t have too many of those.

So, you must have absolutely
That’s the bottom-line.

You have to be excellent technically.
They have to be able to deal with ambiguity and

They rejoice in the success of their mentees and
give them a lot of pats on the back.
convey joy.

They really love their work.

And they
At least,

be adaptable in dealing with unexpected findings.
And they have to be able to deal with the anxiety
that comes with opening people up everyday.

that is what we hope.
They are not mere technicians. They have to
What they don’t do is they don’t protect people
from experience.

Everybody is going to make

mistakes and we all have had our fair share of
failures.

be sensitive to the needs of patients and their
families.

They must be available to discuss

options, risks and benefits.

And we can all certainly learn from our

failures.

Dealing with cancer is very complex and
terminally ill patients and their families can have

They don’t threaten.

special needs.

And the level of interpersonal
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skills that are brought to these relationships can

goes unforgiven.

make the difference between an adequate surgeon

making political mistakes.

and a great one. I have to say, Eva Singletary is a

herself or himself in the foot” by doing something

great surgeon.

wrong.

Her interpersonal skills are

So, we want our faculty to avoid
We call it, “shooting

fantastic.
Perfectionism is a huge problem amongst faculty.
Surgeons in an academic environment must be

Fear of making mistakes and not being good

able to run clinical trials, conduct retrospective

enough paralyze faculty.

It has hindered a lot of

studies, analyze data, write and publish papers,

faculty in terms of getting research done and

and prepare and submit grant applications.

articles written.

They are constantly editing

themselves and not finishing things.
That’s a huge load.

And without somebody

telling you how to do it and how to avoid some of

It takes a team of mentors, not just one.

the dead-ends, it can be very hard to establish

So, what we tell our junior faculty is that there is
not going to be one person who is going to walk

yourself.

down the hall and say, “Ah, let me be your mentor.”
Now some of these skills can be learned from
books, but many of them cannot.

It’s not going to happen that way.

And many of

them come from attendings or senior physicians

These are special relationships.

We do

recommend and do encourage our faculty to look

that they are watching.

for the junior faculty who are afraid to ask questions.
In a study that I did on clinicians to find out how

I think I mentioned a little earlier, one of the things

they broke bad news, most of them had learned

we find very troubling amongst junior faculty is a

from being in with an attending who delivered bad

sort of passivity, as though someone is going to

news, sometimes not very well.

come along and tell them everything.

Another skill the surgeon will need, according to

They have to be able to manage their own

Dr. Singletary, is time management. This is a very,

careers

as

well.

So,

mentees

have

very challenging thing for all of our faculty – is to

responsibility to find mentors and work with them.

a

manage their time.
E-mail has probably tripled in the last five years.

I’m going to let you read these on your own
because we decided to skip these because we

Just handling e-mail is horrendous.

have too many slides.
They need to avoid time-wasters like getting on
the Christmas Party Committee or writing book
chapters.

We tell them, “Forget book chapters.

Don’t get lured in to writing book chapters.

It

We train our young faculty on how to find
mentors, how to identify mentors, how to approach
mentors, what kind of help they need. Many junior

won’t do your career any good at this point.

faculty don’t know what they don’t know.

Focus on articles.”

that’s again why we also train mentors. We train

So, the mentee must work

hard on the right things.

And

our senior faculty and our mid-level faculty to be
mentors.

Political savvy in these institutions is absolutely a
survival skill.
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postdoctoral fellows are not choosing academic
medicine. We need to make it more attractive to
them.

And one of the things we can do is support

All right, we also have a manual for mentoring.
So, we have a manual for mentees and a manual

them from the day they get in to the day they leave

for mentors.

We have group training, we have

and retire.

department support, and we have a lot of other
things that are going on to support this culture.

And just some final thoughts…

You can look at
We are looking at our promotion and tenure

these other slides on your own.

committee review process, so people get credit for
Focus Group Summary… We found out that
mentoring was spotty, at best. We’ve done a survey

mentoring.

And we are looking at how we can

foster mentoring across the institution.

of our faculty, and about 48% said they had
You know, the advantage for mentors is that they

mentors, the rest do not.

build this enormous network of young people who
So, we looked at mentoring models. We are not

bring in new ideas and new connections. Plus, we

going to pair all of our faculty with a senior faculty

have reverse-mentoring.

My younger staff keep

member. We hired in 153 faculty last year. If we

me up-to-date, (well, kind of) on technology

did that, we would use up all our senior faculty in no

because I am totally uninterested in being on top of

time. So, we are training our junior faculty to go

all the computer science stuff. So, that’s how I get

out and find mentors and we’re working with all

reverse-mentoring, through the junior faculty or

department chairs to put in some kind of model of

junior people who come in to work for me. They

mentoring. They can either pair them within their

train me or keep me up-to-date on things that I

departments or they can set up peer and group

have no time to do.

mentoring, which, in the literature, indicates is more
Paired

I think for the mentor, this is something that can

mentoring, where you say, “All right, you are the

really enrich your career, because you are giving

mentee and you are the mentor and now you will

back to your field. You’re grooming young people

meet once a week,” is like an arranged marriage.

who are going to be enthusiastic and successful.

It usually doesn’t work… It often doesn’t work in the

That brings credit to you and to your institution.

successful than one-on-one mentoring.

United States.
And for the mentee, it means they have the
We also have academic advisors in departments,

possibility of thriving in their careers and not dying
out or crashing from overwork.

some of those serve as mentors.
We’re looking at establishing a mentoring day
twice a year, which the provost is going to host,

So, thank you.

I hope you all take up

mentoring.

which will bring together 15 - 20 senior faculty
mentoring whoever signs up amongst the junior
faculty to get mentoring.

-----------------------------------------------------------

In order to make this

attractive, we will bring in really top speakers in

Ms. Saito, Associate Professor:

science and clinical work, so it attracts the senior

Thank you very much for your fantastic lecture.

faculty to be involved as well.

Could you allow us to ask some questions?

looking at doing that.

The provost is

I have some questions.
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What is the difference between training or teaching,

clinical side.

We will approach them, set up a time

and mentoring, as far as meaning?

for them to meet, or we will go out and talk to
various faculty to see if they will take on a person
and help them.

Ms. Apted:
There is very little difference, except I think of
mentoring as being a more informal relationship.
Training, obviously, has to happen and you have to
be there if you are a young person. You have to
be there for the training. The mentoring you can
seek out on your own.

And it can be, for instance,

I would go to David and say, “You are really good at
getting grants and you’ve got a lot of money
supporting your research. I’m not getting my grants
funded. My specific aims are obviously not well
defined.

Would you mind sitting down with me

and looking at one of my grants?” That would be
a mentoring relationship.
I connected a department chair with another
department chair; he wanted to learn how to
manage faculty.

So, it wasn’t a training situation,

it was more like, “Tell me how you do this. How do
you manage?”

He had been promoted to chair

and he was managing his friends.

All of the

sudden he is chair of a department and his
colleagues are peers and friends he had had for 10
years. How do you establish credibility as a chair
or as a leader and manage high-performing faculty
in a way that gives them space, but that lets them
realize that ‘the buck stops here,’ with me?

So, I

think it’s more of an informal kind of relationship,
rather than a formal training.
Ms. Saito:
So, you’re very free to select your mentor?

Is

there any matchmaker-type of person?
Ms. Apted:
If we get a request from a junior faculty to find a
mentor, or mentors (Because we tell our junior
faculty that they are going to need more than one;
they will probably need a team of mentors.), we
have a list of mentors on the research side and
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4. The Education of Medical Oncologists at
Massachusetts General Hospital
（Guest Speaker: David P. Ryan, M.D.）
Professor Takahashi (speaker introduction)：

with gastrointestinal cancers.

Dr. David Ryan, I have just briefly introduced you to

other

the audience and also explained the content of

patients.

your talk. Could you start your lecture?

patients

except

I don’t see any

gastrointestinal

cancer

Thank
In the United States, it’s very different in terms of

you.

the make-up.
-----------------------------------------------------------

for you today are the nuts and bolts of how we do
that.

Thank you very much for having me. It’s been a
delightful time so far in Japan.

And this has been

And so, what I’m going to describe

And to understand that, you have to

understand how the basic cancer center is arrayed
within the United States.

It doesn’t make any

a wonderful opportunity for me and my son who

sense to just describe the fellowship program

came with me.

without first describing how the cancer center is
made up.

I’m going to describe the MGH

So, I’m going to talk to you today about the

(Massachusetts General Hospital) Cancer Center

education of medical oncologists. I am a clinician,

for you, but essentially the basics are evident in

meaning that I take care of patients.

almost every academic cancer center in the United

And I take

care of a lot of patients, though only those with

States.

gastrointestinal cancers. I am the Clinical Director
of the Gastrointestinal Cancer Center.

And in

At the Mass General, it is divided up in to clinical

talking with some of the leadership here before, I

activities and research activities.

thought it might be instructive just to give you an

activities we see about 7,500 new patients a year;

idea of what my background is.

After medical

100,000 outpatient visits a year; 4,000 discharges;

school I went into internal medicine. I did three

and we have 200 clinical faculty, both full and

years of internal medicine.

And then I decided to

part-time, within the cancer center. To give you an

sub-specialize in medical oncology and I went and

idea of how many of us our medical oncologists

did a three-year medical oncology fellowship at the

only, when I was first hired in 1998, I was the 16th

Combined Massachusetts General Dana -Farber

team staff hired in medical oncology.

Cancer Institute Fellowship Program and then I

General came to cancer a little bit later than most

stayed on and sub-specialized in gastrointestinal

of the other hospitals in the country. We were a

cancers.

great surgical hospital, but, somewhat weak in

And so, over the years, I’ve developed a

The clinical

Mass

clinical research facility in terms of running Phase 1

terms of medical oncology.

We just hired our 65th

and Phase

2 clinical trials, so, new drug

medical oncologist. So, in the last ten years we

development within gastrointestinal cancer and in

have grown tremendously just within the specialty

solid tumors. And then I also see a lot of patients

of medical oncology.
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On the research side, we have 92 faculty
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sub-specialty clinical divisions.

You have your

members and about $50 million annually in

radiation oncologists – clinical and lab-based

cancer-related research grants and that is separate

divisions.

from what the Mass General gets in other research

You have your molecular pathologists, and your

related grants.

clinical pathologists interacting with the cancer
center.

You have your pediatric oncologists.

They may not be on the same site

Our clinical facilities are located on the main

clinically as the cancer center, but they are part of

campus, the Mass General, in two main buildings.

the cancer center in terms of its virtual make-up.

We have an outpatient building and then the

You have your neuro-oncologists, which can either

inpatient building.

be made up of a specialist in terms of neurology or

And then our research focuses

on two buildings as well: one is right across the

a specialist in terms of medical oncology.

Both

street from the clinical facilities, and one is over in

ways happen in the United States currently.

You

what we call the old “Charlestown Navy Yard.”

have your cancer imaging specialists, most of who

Charlestown was a navy yard.

The Navy

come out of radiology departments, but not all.

consolidated their navy yards many years ago, and

And now there are new molecular-targeted imaging

is still consolidating the navy yards.

But, there

methods that are mostly on a research basis, but

was great research space and the Mass General

about to come in the next ten years and be a huge

came in and bought up some of that space and

boon to us.

made it into research labs.

MGH

And then you have all of your other

departments.

Those

include

your

departments in medicine, like gastroenterology,
respiratory medicine and on down the line.

You

have all of your other surgical departments and you
have all of your other disciplines interacting if they
have something to do with the cancer patient.
We have, for instance (and I’ll give you a “for
instance” here), we have a psychiatrist, who lives in
the Department of Psychiatry (actually we have
several), but who focuses on cancer-related
psychiatry.

So, they live in the Division of

You can

Psychiatry, but then have a clinic over in the cancer

substitute almost every other cancer center,

center one or two days a week depending on their

particularly hospital-based cancer centers, with this

schedule.

particular model. It is both a virtual cancer center

focus is on cancer-related psychiatry, in other

and a real, physical presence.

words, depression in a patient with pancreatic

So, a cancer center looks like this.

It is a virtual in the

sense that multiple different departments interact

And their focus and their research

cancer.

with the cancer center.
One of the interesting things that we just found
So you have your center for cancer research,

out by having a cancer-related psychiatrist, was

which is your basic science lab. You have your

that we were referring all of our patients for

hematology and medical oncology clinical divisions.

depression, lo’ and behold, a significant percentage

You have your surgical oncology and surgical

of them actually had delirium.

The medical

oncologists were not picking up on the delirium as
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the major focus of their depression.

They just

Center.

内容

And the Dana-Farber and the Brigham

thought the patient was depressed. Not so, the

and Women’s are over in the Longwood area.

cancer medicines, the nausea medicines, the

Boston is a lot smaller than Tokyo, but you can

chemo-therapy that we were administering were

imagine that a fellowship program, if you’re thinking

actually causing the delirium in some of these

of this kind of thing in Tokyo, might involve several

patients.

different hospitals just like ours does.

Then we have a Harvard-wide collaboration.

So, how does it work out in medical oncology?

Whenever you have a big cancer center like us,

How is medical oncology associated with each of

there are often now more and more in major cities

these areas?

across the country and around the world, you’re
seeing

centers

Well, we’ve decided to go in the direction, as has

collaborating. In our particular cancer center, we

almost every single cancer center in the United

collaborate with the Dana-Farber Cancer Institute

States, of disease centers.

and the Brigham and Women’s Hospital.

We are

centers, so, you can substitute hematology and

called ‘Partner’s Health Care.’ And we collaborate

medical oncology and you can put in there surgery

through the Dana-Farber/Harvard Cancer Center.

as well.

So, the Harvard Medical School is also a virtual

major specialty programs actually interact with the

part of the cancer center, and MIT, the Broad

cancer center through disease centers.

Institute

several

at

the

different

cancer

Massachusetts

Institute

We live in disease

You can put pediatrics in there.

All the

of

Technology, is also a part or our virtual cancer
center.

And so, I run the Gastrointestinal Cancer Center,
but there is a leader for each of the other centers
around: the Thoracic Cancer Center, Tom Lynch

Our fellowship program in medical oncology and

has come to Japan many times to talk about

hematology is actually a shared program with the

‘epidermal growth factor signaling’; the Melanoma

Dana-Farber Cancer Institute / Brigham and

Center, Ken Tanabe runs our Melanoma Center as

Women’s

well

Health

Center

and

Massachusetts

as

being

the

surgical

lead

in

our

General Hospital. If you know Boston at all, there

Gastrointestinal Cancer Center.

are two major sections to the city, there’s the

surgeon, but also a melanoma surgeon. So, he

Longwood area and then there’s the downtown

has two separate roles within the Cancer Center as

area.

well as being the Deputy Director.

We’re in the downtown area along

Cambridge Street and what’s called Government

He is a liver

Breast

Oncology, GYN, Head and Neck, Sarcoma,
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Genitourinary

Oncology,

and

内容

both having to do with liability and also because in
the United States the patients get to demand who

Malignant Hematology.

they want to see, patients demand to see the
We expect each of our fellows when they come

experts.

So, when they come, they want to see

and train, so when they finish internal medicine

me. They don’t want to see the fellow.

training, and then they do medical oncology

insist on it.

training, and then we expect them to specialize

another cancer center down the street where they

along one of these disease center models.

We

can see the actual expert and talk to them and say,

expect them to be a medical oncologist specialist in

“What do I do for my stomach cancer? Do I do

a specific disease type along these lines.

radiation?

And if

And they

And if they don’t see me, they’ll go to

Do

I

do

chemotherapy?

What

you realize, our professional organizations now are

chemotherapy do I do?”

having conferences along disease center models.

fellow answering those questions, they want me.

I just went to ASCO GI, the American School of

And the Cancer Center has made it a priority (as

Clinical

cancers.

have most other cancer centers) that the actual

There were people from Asia, people from Europe,

senior staff has to sit down and take care of the

people from the US, people from South America all

patient individually.

getting together to talk about the latest just in GI

what the senior staff used to be 20 years ago.

Oncology,

Gastrointestinal

They don’t want the

The fellow is much more like

cancers. There is an ASCO GU; there’s the World
Lung Congress that, I think, just happened out here

But to do this is a tremendous amount of work

So, all of these areas of

and the largest change we’ve seen in academic

medical oncology, in terms of the education and in

centers is the introduction of the Nurse Practitioner.

terms of presenting data, are happening at the

All the phone calls, the nausea, the vomiting, the

disease center model as well.

diarrhea, all of the chemotherapy side effects that I

in Japan last year.

administer, when people stop responding to
So, who is in our disease center right now?
This just gives you an idea.

We have seven

chemotherapy and they start dying from their
illness.

There are a lot of side effects that we

gastrointestinal cancer oncologists seeing all of our

have to deal with. How do we have time to be an

patients with GI cancer.

When I first started, I was

academic and also take care of the patient on a

the second. So, in ten years we’ve gone from two

full-time basis? We do it with the help of nurse

to seven.

practitioners.

There’s a team approach.

We’ve

basically come to the conclusion that for every
Each of us has different responsibilities. Some
of us are more clinical than others.

Others are

full-time clinician, we need one nurse practitioner.
And we’re actually probably going to have to go
into a fuller ratio: for every full-time clinician, we

more research oriented than the others.

might actually need two nurse practitioners, if we
The other thing that has changed dramatically, in
the United States what has happened over the last

want to be a true academic center where people
have time to do research as well.

10 – 20 years is that it used to be that the fellows
did the bulk of the work, that in an academic center

And then there’s an intense competition amongst

the clinician would come in, wave ‘hi’ to the patient,

us to get clinical fellows. We want clinical fellows.

and then leave the room.

And you can imagine if we go back to all those

There was very little

patient – academic professor interaction.
has completely changed.
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Nowadays, for reasons

disease

centers,

at

the

Mass

General

/

Dana-Farber we have 14 clinical fellows coming in
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each year. Of those 14 clinical fellows, once they
finish their first year and go into their research

内容

Then, of course, you have your resident and
medical student.

years of the second and third year, they get to pick
which disease center they want to be in.

For

So, to administer our fellowship program we

every disease center we have on the Mass General

actually have two full-time people.

side of town, there’s a disease center on the

medical oncologist who is assigned as the

Longwood side of town at the Dana-Farber /

Fellowship Director. This is Jennifer Temel at our

Brigham and Women’s. Of all the fellows about

place. It is her job to make sure that every fellow

1/3

is well cared for and that every fellow is accounted

become

clinicians,

2/3

become

We have a

laboratory-focused clinical oncologists. So those

for at every step of the way.

clinicians, we’re desperate for more people to take

full-time administrator, and Karen Shaama does

care of cancer patients.

this.

It’s the Baby Boomer

Bubble now and everybody has hit 60.

We also need a

The

post-World War II population boom that we saw,

So, when you are thinking about putting together

they’ve all reached 65 this year.

And they are all

a medical fellowship you need at least two people –

hitting their cancer years now.

And while the

at least one medical oncologist whose full-time job,

incidence of cancer is going down slowly, the

besides seeing patients, is to take care of the

prevalence is just going through the roof.

fellowship

The

program.

And

you

need

an

other thing that we found is that nowadays, people

administrator whose full-time job is to make sure

with metastatic colon cancer, or even metastatic

that the fellow’s schedule and all of their other

lung cancer or metastatic breast cancer, the

concerns are taken care of.

average survival rate for metastatic breast cancer
used to be one year. Now it’s three to four years.

So, who can apply to the fellowship?

You don’t need to see that many new patients in
Well, the first is, you have to complete a M.D.

order to keep your clinic incredibly full.

degree at an accredited university.
So, what is the medicine hierarchy?

How have

Then you

have to complete internal medicine training and
you have to be Board-eligible or Board-certified in

we overlaid the fellowship onto the hierarchy?

internal medicine.
Well, essentially for fellows, during the first year,

In fact, almost all of our fellows

take their internal medicine boards during their first

And that

year of fellowship because they finish their third

doesn’t sound good because a lot of people go into

year and are allowed to sit for their internal

medicine because they didn’t want to become a

medicine boards after they finish their third year of

nurse.

internal medicine.

the fellow acts like a nurse practitioner.

In actual fact, our nurse practitioners act

And so they wind up taking the

independently, and some of them are much better

boards, they are taking a day off during their

than our fellows.

fellowship, usually in the fall, to sit for their internal

I wish that all of our fellows

could be as good clinicians as our nurse
practitioners by the end of their first year.

medicine boards and become Board-certified.

But

that’s almost an impossibility, because our best

“ Short-tracking”

is

occasionally

allowed.

nurse practitioners do this year in/year out and get

Short-tracking is for those people, typically M.D.

to be almost better oncologists, in some instances,

PhDs who have spent years in training and know

than some of the medical oncologists, particularly

they are going to go straight back into the lab.

those who are staying in the lab.

They are allowed to do two years of internal
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medicine training and then apply to oncology

room and learn breast cancer all over again.

fellowship. They can then apply that first year of

haven’t taken care of breast cancer in 10 years. I

clinical fellowship to their last year of internal

haven’t taken care of lung cancer in 10 years.

medicine

take care of is GI cancer.

training

and

do

what

we

call,

I

All I

If there’s one weakness,

I think that’s our weakness.

“short-tracking”.
But we are very critical about those people who

On the other hand, I think patients want to see

do short-tracking because we feel that third year of

somebody who takes care of that particular illness,

internal medicine training is so important in solidify

all the time.

the basis of internal medicine and becoming a

expert in one particular area.

good clinician.

know all cancer, there is no way I could know

And I thoroughly enjoy being an
I know if I had to

everything I need to know about breast and lung
So, there are three years of training. They can

and melanoma, in addition to everything else.

choose to do medical oncology alone or they can
choose to put hematology in addition to medical
oncology.

Very few fellows do just medical

hematology, almost none.

So, what are our objectives during the first year
of fellowship?

So if they decide to do

medical oncology alone, they do one full year of

Well, the first year, one, you have to learn the

clinical training and then they do two years of

fundamentals of new patient assessment and

research training. If they decide to do hematology

workup.

in addition to medical oncology, they tack on an

things that is very hard to figure out is how do you

additional six months of medical hematology at the

work somebody up?

end of that first year, mostly to learn benign

when an internal medicine resident comes to do a

hematology.

benign

fellowship with us, the first thing they are terrified of

hematology, pathology; they rotate through clinical

is that cancer patient who shows up in the clinic.

pathology; they rotate through the hematology

They are used to an inpatient-type of setting. If

consult service; they become what we call, “good

somebody with a liver mass comes in, the fellow

clotters”.

looks at us and wants to know “What do I do?”

They

rotate

through

In fact, they learn the whole clotting

It is actually pretty hard.

One of the

And what’s interesting is

Because the patient is looking at them, and saying,

system in that six months as well.

“Doc, I have cancer.

Am I going to live?”

And

And then during their second and third year, they

they have to workup the patients and figure out

are expected to sub-specialize in a particular type

what is the best way to give them the best possible

of cancer, within a disease center.

chance and the best case scenario.

So, they

actually have to choose.

fellow is terrified.

And the

They’ve never been in that

situation before. How do you work somebody up
If you can make an argument, one of the

to get them their best chance at being cured, or if

arguments against our particular system now is

not cured, get them their best chance at living for

that when people graduate, they are outstanding at

as long as they possibly can?

one particular area, but they may not know breast
cancer. For instance, I’ve been out of training now
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The

second

objective

is

to

learn

the

for almost 10 years, and I have to sit for my Boards

pathophysiology of each of those different diseases.

again.

We have to sit for our Boards every ten

The reason for this is if at a later point, we find the

years.

I actually have to go back to the class

cure for GI cancer, and you can take a pill and all of
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the GI cancers go away, well, I will need a job.

I

inpatient consultation services.

内容

But that’s less and

can then go and learn to be a breast cancer doctor

less of a feature of each oncology fellowship and

because the fundamentals of each disease can

the reason is that more and more oncology

apply to each of the different solid tumors.

happens in the outpatient setting. In fact, patients
are admitted for usually only one of two reasons:

And then finally, you have to learn the

either it’s a complication of their chemotherapy or

When I first

it’s a complication of their cancer. So it’s mostly

started we had one drug for colon cancer. We had

end-of-life type care that people are admitted for.

5-FU.

And so the bulk of medical oncology occurs on the

fundamentals of chemotherapy.
Now we have seven.

It’s very likely that in

another 10 years we could have 15. Same thing

outpatient side.

has happened in lung cancer, same thing in breast

hematology is really about complications of therapy

cancer.

and bone marrow transplantation, which is the last

As a respiratory medicine doctor, how are

Inpatient oncology and inpatient

you aware of what’s going on in terms of the

rotation they go through.

They go through a

fundamentals of chemotherapy? What is being

separate leukemia/BMT rotation as well.

taught about the fundamentals of chemotherapy,
about Tyrosine Kinase inhibition, about these new
targeted therapies, about antiangiogenic drugs?

So, what happens in the first-year typical day in
the morning…

Your

They show up in the morning, and they see

meetings are about COPD, interstitial lung disease.

patients in their ambulatory clinic that they’ve

Or if you are a gastro-neurologist, your meetings

picked up either on the inpatient oncology

are about inflammatory bowel disease or colonic

consultation or the new patient multi-disciplinary

polyps or how to do procedures, how to do

clinics. Typically we allow fellows to see patients

endoscopic ultrasound. When do you learn about

at a much more leisurely pace then the average

targeted inhibition of epidermal growth factor or Raf

staff, meaning that they can see patients once

Kinase? You don’t.

every 1/2 hour, which is a long time. Most of us, if

They’re not at any of your meetings.

we’ve been doing this for a long time, the bulk of
So, during the first year, you spend six months

the time we spend with the patient is really

on our side of town and six months on the other

educational and I know what I’m going to do before

side of town over at the Dana-Farber.

So, on

I walk in the door. I’m a colon cancer expert. If

January 1st, everybody switches, and if they’re on

someone has colon cancer there isn’t a situation I

our side they go to the Dana-Farber, this is during

haven’t seen before… or almost.

the first year, and if they were on the Dana-Farber,

‘never’ in medicine.

they come over to our side.

do and what I’m going to say before I walk in the

Never say

But, I know what I’m going to

door. I look at the films. I’ve seen what’s going
So if you are a fellow, and if you had picked up a

on.

It’s not that hard.

What is hard about the

lot of patients, all the sudden you’re on the other

patient interaction for me is getting down and

side of town.

figuring out where the patient is at mentally and

That’s one of the other reasons why

the staff has to be so fully invested in the patient.

helping them through their illness.

The fellow, often times after six months, just leaves.
For the fellow, they don’t know what they are
You rotate through all the different disease

going to do before walking through the door, and so

centers to learn the pathophysiology of each

we expect that they are going to take at least a

disease center.

half-hour with each of their patients.

And you rotate through the

And then we
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come in, do the same thing all over again, with

with Tom Lynch in the Thoracic Cancer Center.

them in the room, just so that we can go through

And then they would see patients within that

everything with them one time again and see how

specific disease center.

they did it and how it matches up with how we

continuity clinic and then they would see new

would interact with that particular patient.

patients.

They would keep their

So, at most, they would be in the clinic 1

or 1 1/2 days a week. The rest of their time is
And then in the afternoon, they see patients in
the

multi-disciplinary

clinics.

In

devoted to research.

the

multi-disciplinary clinics, patients come in to see,

We ask that they write review articles, not

for instance, if you had colon cancer, you would call

because it’s going to help their careers so much,

up our office and you would be assigned a surgeon,

but because one of the ways you become an

a medical oncologist and a radiation oncologist,

expert is going back to the source documentation,

and you would be assigned a fellow.

And the

going back to, in my case, the old GI tumor study

fellow would go in and meet the patient first, and

group studies on colon cancer, the studies or going

then all three of us would come in together. So,

back to the source data of the ESPAC study in

Ken Tanabe, who does liver surgery, and I, and Ted

pancreatic cancer or going back to the S1 data in

Hahn, who does radiation oncology, we would all

gastro cancer. You have to go back to that data,

go in after the fellow had presented us. We would

read the studies, see the flaws, and one of the best

all go in and meet the patient together sit down and

ways to do that is to write review articles.

spend about an hour talking to the patient about
Their research agenda can be in one of four

what their treatment plan ought to be.

areas essentially.
And so, those patients that they pick up at the

They can be a clinical

researcher, a clinical trialist; they can be an

multi-disciplinary clinic, they then follow for the rest

outcomes

researcher

of their six months.

outcomes

or

who

sub-specializes

epidemiology;

they can

be

in
a

translational researcher. Translational can either
They other thing they can do if they are not in the

have some overlap with a clinical trialist or it can

multi-disciplinary setting is that they can be in

have overlap with the forth area, which is basic

inpatient

science, going right back into the lab.

oncology

or

inpatient

hematology

consultative services picking up new patients.
So, what does a clinical researcher’s agenda
Once they’ve finished their first year, the second

tend to look like in their second or third year?

and third year is very different. Our objectives for

They pursue training in statistics and clinical trial

them are to successfully complete their Boards in

design, for example, we have something called,

medical oncology and possibly hematology if they

‘Clinical Effectiveness Course’.

I actually got a

decide to do that. They have to decide on their

Masters in Clinical Medicine.

We have an

area of subspecialty and become and expert in that

MIT/Harvard course where for two years you go to

particular area.

lectures and get expertise in statistics and in

And then they have to pursue

their research agenda.

clinical trial design, in IRB, in human subject safety,
regulations that we have in the United States.

So, how does their sub-specialization occur?
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Well, they decide that they want to work with me,

You are expected to write, administer, and report

let’s say, in the Gastrointestinal Cancer Center, or

phase I and II studies, eventually, hopefully, you will
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be able to do phase III studies, but those are done

RO1, our big research grant-funded investigators in

at

the lab.

the

co-operative

group

level

by

senior

They see very few patients.

Almost

In the beginning, you cut your teeth

nobody anymore is what we called, a “triple threat”.

on phase I and II studies. For instance, the first

It used to be thought, ten years ago, that you could

study I ever wrote was for people with pancreatic

be a triple threat. You can’t.

cancer. I wrote a phase I study of gemcitabine

lab 100 hours a week and be a good doc.

and Docetaxel for people with pancreatic cancer.

get cancer, I don’t want some guy in a lab taking

investigators.

内容

You can’t be in the
When I

care of me. I want somebody who is taking care
You write observational series, retrospective
series, review articles, and opinion pieces.
learn how to write.

You

You are what you write in

of patients all day long to take care of me.
a clinician.

I want

And so, the old triple threat really

doesn’t exist anymore.

The only triple threat I

academic medicine, and you have to learn how to

know of is the Translational Researcher, in the

write.

And, I was an English Major in college, but

sense of somebody who is part-time in the lab.

unfortunately, for many students who come to us

But, they will tell you straight out that they can

they were Science Majors.

They never had to

really never get an RO1, that they are really not a

write term papers. That’s essentially what being a

triple threat in the strict idea of it, where they are

clinical trialist is doing – it’s communicating your

running a fully-funded NCI-funded lab.

results.
So, let me give you two examples in the last two
minutes.

What about an outcomes researcher?

One is Aram Hezel, recent graduate of our
Well, we actually send these people to get

fellowship. He did his residency at the BID Medical

Masters in Public Health at the Harvard/MPH

Center and he came to us to do his fellowship. And

school.

then after his first year, he decided to do a basic

They pursue studies of outcomes

research, which is basically data mining these large
data bases.

For instance, the Nurses Health

Study was done in Boston.

Charlie Fuchs is an

expert in the Nurse’s Health Study.
multiple

science model and worked in Ron Depinho’s lab.

papers.

We

He has written

actually

have

a

Well, he thought he wasn’t going to make it, and
he wanted to be a translational person.

So, he

came to us and applied for a job as an instructor in

gastroenterologist who does outcomes research

doing translational science.

within

so good, he started seeing patients 1 1/2 days a

our

GI

Cancer

Center.

The

gastroenterologist, Amy Chan, just came up with a

Turns out his work is

week, but, he actually asked to cut back.

great paper looking at Cox-2 Expression in polyps
in women who had taken aspirin and women who

He’s working on the notch pathway in pancreatic
cancer or pancreatic carcinogenesis.

hadn’t.

And so he

has actually gone back the basic science route.
And

then

you

have

your

Translational

He has asked to see less patients because he

Researchers who go to a lab to learn a specific

actually thinks he’s going to make it now.

So, one

focus, to learn a specific pathway, and then they

of the things you have to be, as we heard in the first

apply their knowledge with new trial development.

talk, is flexible.

You have to allow these young

docs to figure out their way on their own.

But in

And then, finally, you have your lab people who

terms of mentorship, you have to be flexible about

go directly to the lab, and their goal is to become

which of these different areas you are going to be.
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So we’ve allowed him to cut-back his clinical time

内容

And then finally, you have to pursue specialized
research agenda: you have to be a clinical trialist,

to go for an RO1 funding.

you have to be an outcomes researcher, you have
These are some of the recent articles that he has

to be translational, or you have to be basic science.

done. He wrote a reviews article with me and he

I’d see the first three overlap. The last one is an

looked at Lkb1 deletion in cystic neoplasms of the

area onto its own.

pancreas.

clinician and a basic science person.

So, he actually has several different

And it’s very hard to be a
You can,

projects in the lab that look like they’re going to

however, be a clinician and a clinical trialist, an

make it.

outcomes person or a translational person.

Lecia Sequist, another homerun. Lecia came to
us, did her fellowship.

And I’ll stop there and take any questions.

In her second and third

year she decided to pursue the translational model.

-----------------------------------------------------------

She worked with Tom Lynch and Daniel Haber. I
don’t know if you know, but, Daniel Haber is our

Professor Takahashi:

Cancer Center director and the expert in the EGF

Thank you very much for a very excellent lecture.

pathway.

Now we are open to questions from the floor. …

She has one of the critical papers in

Can I ask one question?

terms of novelty chaos.

Actually, I want to ask

two questions, but time is limited, so let me ask one
So, she wrote, with Tom Lynch, “Molecular

question.

predictors of response to epidermal growth factor
receptor antagonists in non-small-cell lung cancer.”

Actually, how many different types of cancer do the

She sees patients 1 to 2 days a week and basically

fellows need to see? Because there are so many

writes some correlative science studies that have

different types of cancer and I don’t think it’s

to do with the EGFR pathway for patients with lung

possible to all types of cancers for the fellows.

cancer.
Dr. Ryan:
So, in conclusion, if you’re going to have an
excellent

medical

oncology

and

hematology

That’s a great question. They do rotate through
all the disease centers, so we try to expose them to

fellowship, there are three things that I think you

the principles in those disease centers.

really need to focus on.

the hard things is exposing them to as many
cancers as we possibly can.

But one of

Thankfully, in the

One is you need to specialize in hematology and

solid tumor world, the principles in one particular

oncology after internal medicine training. Just like

area often apply to the principles in another area.

you

a

But you’re absolutely right.

It is very difficult to

pulmonologist or a nephrologists, you have to

expose them to everything.

One of the jobs of

become a medical oncologist.

Karen Shaama, who is our fellowship administrator,

would

be

come

a

cardiologist

or

is to keep a list of all the different types of cancers
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The second area is if you are going to truly

that they’ve seen, and go to each of the clinical

become an academic, you need to sub-specialize

directors of that particular cancer center and, for

in one of the disease centers.

You can’t see every

example, she would come to me and she would say,

cancer, it’s just too complicated. You have to see

“John Smith, one of our medical oncology fellows,

GI cancer or thoracic cancer.

has seen five people with pancreatic cancer, but
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nobody with colon cancer.” I would then, the next
time that John Smith is in our Gastrointestinal
Cancer Center, I would absolutely find him a patient
to see with colon cancer.
Thankfully, for the common types of cancer, we
have many, many to see.

For the rare types of

cancers, often a fellow nowadays can go through
training and never see a rare sarcoma, for
instance.
Professor Takahashi:
Can you tell us what is the most important thing to
establish in the educational system for the medical
oncologist in Japan?
Dr. Ryan:
So, if I had to narrow it down to one thing, I would
say that the government would not allow you to
give chemotherapy unless you were Board-certified
in medical oncology.

And that would change

everything dramatically.
Professor Takahashi:
issue later.

OK, let’s talk about this

Thank you very much.
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5. How to Educate Radiation Oncologists
（Guest Speaker: Ritsuko Komaki, M.D.）
Ms. Karasawa, Associate Professor (Speaker

on the site.

introduction):

the Lung Cancer Medical Oncologist at the MGH

放射線科の唐澤でございます。

私は「放射線腫瘍医」と放射線科の中でもがんを専

And I know Dr. Thomas Lynch who is

very well through conferences.

門に扱っております。
今日の Komaki 先生と khan 先生のお二人は、放射

I am going to speak today is that radiation

線腫瘍学に関する先生でいらっしゃいます。お二人

oncology is one of specialties to treat cancer

ともお願いしまして、順天堂の客員教授になってい

patients in the United States. I went to the United

ただいております。

States about 38 years ago and I did my rotation

まず、komaki 先生をご紹介申し上げます。Komaki

internship, so I had to go through all the different

先生は 1965 年に広島大学をご卒業になり、小学校

areas: pediatric, surgery, and hematology oncology.

のときにお友達が原爆で亡くなったりして放射線

Finally, I decided to go into radiation oncology

に非常に興味をお持ちになりまして、原爆の研究を

because of my background from where I grew up –

しようということでまず研究所に入られておりま

that was in Hiroshima and a friend of mine died of

す。そこで出会われた先生のおすすめでアメリカに

leukemia after exposure to radiation. So, I had

渡り、アメリカで放射線腫瘍学を研究されておりま

determined to become a hematology oncology

す。

specialist or maybe a radiation oncologist when I

放射線腫瘍学では非常にご高名な先生で、日本が世

grew up.

界に誇る日本出身の女性ということで、アメリカの
放射線科の女医の会の会長など非常に広く活躍さ

What we do as radiation therapy specialists in the

れてらっしゃいます。

United States may not really apply in Japan, but

今回は実は国立がんセンターのシンポジウムでお

about half of patients who have a diagnosis of

出でになっていたのを非常に無理をお願いしまし

cancer, sooner or later, they will have some

てちょっとだけこちらに来ていただいています。ご

radiation treatment – that could be palliative, that

講演を終わられたらがんセンターの方に帰らなく

could be post-op adjuvant, or maybe pre-op

てはなりませんので、終わったらぜひご質問ある方

radiation treatment with concurrent chemotherapy.

はお願いいたします。

So, compared to Japan, I think we are using

では komaki 先生、お願いいたします。

radiation therapy more often.

-----------------------------------------------------------

So, I would like to show a published data which
was constructed from comprehensive database.

It is a wonderful opportunity to meet someone
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from M.D. Anderson, Dr. Apted. It’s a real surprise

There were four different sources: each state

to see her in Tokyo. I agree with Dr. Ryan who

hosts its own department, and one from the

described the multidisciplinary approach at the

American Hospital Association, and one is a very

MGH, which is basically what we do at M.D.

strong group, the Radiologic Physics Center (I’m

Anderson.

sure Dr. Khan used to get involved in this), and the

We are really specialized depending
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Dosimetry Services.
Therefore, this slide shows where the radiation
oncology centers or radiation therapy facilities are
in the United States.
There are 2,246 radiation therapy facilities
operating in the United States as of 2004 – 2005.
Again, the number has changed already.

Every

year the number of radiation therapy facilities
increases a little bit more.

This shows how many radiation therapy facilities
there are in the United States.

As you can see

here, there are a lot of radiation therapy facilities in
the Boston/New England area. When I went to the
United States, I started to do an internship and a
radiation oncology residency program at a medical
college in Wisconsin. And I lived there 14 years. It
was very, very cold and I hated it.

There was too

much snow, like Boston. I moved to the Houston
area about 20 years, but between that and
Wisconsin, I worked at Colombia University in New
York for about 3 1/2 years, between 1985 and 1988.
This is a diagram of the American Hospital

I know this area well. The patients are very, very

Association, the Radiation Dosimetry Services, the

picky.

Radiologic

to treat breast cancer patients, and they usually

Physics

Center,

and

the

state

information.

They bring in so many questions. I used

showed up with a tape recorder and five pages of
questions. They asked me if radiation was a type
of carcinogenesis and how is it possible to use
radiation treatment without causing cancer on the
other breast. I had to be prepared to answer every
question they had. They were ready to sue me
over everything I said.

So, I had to update my

knowledge and that was tough, but also that was a
kind of self-education.

I had to keep up my

knowledge.
Again, in California and Florida, there are many
So, to put it together, they collected the numbers.

Radiation Oncology facilities.

Some of them, as you can see here, gave some
information and there are 326 facilities overlapped
from other places.
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years ago, was much easier compared to now.

I

don’t think I could get into the Radiation Oncology
training in UT M.D. Anderson Cancer Center now.
When we interviewed applicants last year, there
were almost 200 applicants for only four positions at
the UTMDACC.
So, it is very, very tough to become a Radiation
Oncology resident these days especially in certain
Cancer Center with good academic back ground.
They have to go through four years of college, and
Physics

then four years of medical school, and a one-year

Center-monitored radiation therapy facilities, which

internship (usually this is a rotating internship), and

means that these are institutions where clinical

four years of radiation oncology residency program.

trials are held.

And usually, at the end of the residency program,

And

this

is

the

Radiologic

they take the written board exams.
This is Houston right here. There are far fewer
areas compared to the previous mentioned sites.
But they do have clinical trials at these facilities.

These days the rules have been changed. They
now have to practice one year before they can take
the oral board exam. I used to do an oral board
examination about ten years.
Louisville,

Kentucky

to

do

I had to go to
the

oral

board

examination. But in 2001, they decided that this is
mandatory from now on; if you take a specialty
board exam you have to repeat it ten years from
now.
When I took the specialty board examination,
which was in about 1979, it was permanent. So,
when I was told in 2001, “You can volunteer to take
This shows the availability of radiation therapy
facilities per 1,000 cancer cases. This is a little bit

year. That was a renewal.

misleading because if there are not many patients

saying, “OK, you passed the examination in 2001,

with cancer and there are very few facilities, and

but you will have to repeat it in 2011.” I asked to

they are shown in dark color.

myself “Do I have pay $750? “ My answer was “No

Actually in California

and in the New England area, they still need more

way!!

radiation oncologists according to this.

going to take another exam.”

And then I got mail

I have a permanent license and I’m not

I would like to emphasize more radiation

But, this is the direction we are moving to in USA

oncology training because I think this is very

which is a great way to keep up our own education.

important for Japanese people.

Gynecological

What I had to go through, well, to be honest, 38

128

this examination” I volunteered and I passed that

many,

many

specialists have to take the examination.

They

have to renew it.

oncologists

and
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to be much higher. Now this is the score. I would
like to show some examples of how they are
preparing because of this tough examination.

And this is the radiation oncology in-training
examination.

We have about 20 residents and

three fellows. But the residents take the whole day
off to take this in-house examination. The number
of people taking this examination is increasing as
you can see here.

And this is the first-year,

This shows the clinical part and the entire part of
the examination. The score is much lower these
days.

second-year, third-year, forth-year level.

So, what are they doing?

studying or what?
patients too.

Are they

They have to see a lot of

So, it’s not easy for them to study.

And this one shows what kind of examinations
they are taking.

You can see the difference in

2004 compared to 2007: there are fewer and fewer

This shows the difference between 2006 and

lymphoma questions. This is being overtaken by

2007. It’s a little difficult to see, but what it shows

medical oncologists or hematologists and we don’t

is the different years – 1st year, 2nd year, 3rd year –

see so many lymphoma questions anymore. The

and the levels are getting very close compared to a

questions are decreasing.

And also the total

couple of years ago. What this is showing is that

number of questions, though we do have some

the examination through the American Board of

biology and physics, has decreased from 509 to

Radiology is now on the website; they can see what

360.

kind of in-training examination they will have.

And

the answers and background are all displayed. So,
But because of the increase in Radiation

they are learning how to take the examination. It

Oncology residents, the questions have become

doesn’t matter what year of the residency program,

kind of tough.

they have started to get very close.

This is the passing score.

It used
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academic institution. These slide shows how often
these people are working full-time.
working full-time.

About 72% are

Actually, this is according to

members of ASTRO who answered this survey.
And about 80% of radiation oncologists overall
are working full-time.
Here we see how many hours they work.
Compared to surgeons, they may not work that long.
This screen shows the proportion of radiation
oncologists by age.

And as you can see, for those

65 and older, 100 percent are working.

But

amazingly, a lot of people are working almost

But, the interesting thing is that there is no big
difference between academic and private practice.
About 50% of radiation oncologists are in private
practice, but they do work very hard.

This may

include attending educational meetings and so on.

full-time as radiation oncologists.

According to our previous residents who visited
various private practices, they still work very hard.

This shows the proportion of women.

About

one-quarter of radiation oncologists are women.
And about one-third is a fairly young group of
people. But again, because the training is relatively
long compared to neurosurgery or some specialty
group, they are much older.

But again, these days,

oncologists are treating.
One-quarter of them treat prostate cancer, and
the next is breast cancer, and then they do

some of the people already have an internal

Brachytherapy.

medicine specialty and then they come to the

lung cancer are a bit less.

radiation oncology residency program.

a very small proportion here.

So, they

are fairly old by the time they finish the residency
program.
This also shows the geographical area that they
practice, but I’ll just skip this slide.
About 20% of radiation oncologists are from an
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About 70% of

these radiation oncologists move.

Because in

private practice they may hire them on a temporary
basis and then if they are not good enough, they
may have to move onto somewhere else.

This again shows how many hours they work
full-time, about 50 hours.

And overall, including

private practice and academic institution people,
radiation oncologists work about 50 hours per week.
But again, they have to do more writing, some
research and also teaching.
OK, this is the most important slide I would like to
show today.
The differences between Japan and the US: the
population is about half of the US, but there are
over 2,000 radiation therapy facilities in the US and
only 735 in Japan.

As for new patients, they see

about 700,000 compared to 162,000.

And here

25% of all cancer patient care involves radiation
treatment.

So, radiation therapy is applied only

25% of the time – palliative, curative or adjuvant –
whereas in the United States 60% of the cancer
This shows what kind of societies radiation
oncologists belong to.

patients were treated with radiation treatment.

They most frequently

belong to ASTRO, the American Society of

Here is the number of radiation oncologists.

Next is a

And in the United States, there are about 4,000,

And a lot of people belong

though it might be more now since this was for

to ACR, but this is decreasing because of the fees.

2004. So this number is increasing. Compared

The dues are so expensive – almost $700.

to Japan, where there are 776 radiation oncologists.

Therapeutic Radiology and Oncology.
state medical society.

And

many of them, almost half, belong to ASCO.

And there are a very small number of physicists 115 compared to about 4,000 medical physicists

Here we can see how often people move.

involved in cancer patient care. They are not basic

People who have been practicing longer than 30

physicists; they contribute in IMRT and all of our

years don’t move so often anymore. They might

plans.

move up until retirement. But you can see here

Again, we have a large number of people between

with the yellow line, these are people who have just

this medical physicist and therapist.

graduated or finished training, they move a lot up to

Dosimetry to do planning. That number is around

And here is the number of therapists.
We have
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5,000, so we do get a lot of help.
For those of you who cannot read the Japanese,
please guess which one is which.

内容

This one is

Japan, and this one is the United States.

And this

Radiation oncologists need to know physics and
biology including, more often, molecular biology.

I

was so impressed by all the molecular-targeted

one is Germany, and the U.K. So, I think that in

treatment.

Now we can combine this with

Japan they can use more radiation treatment for

radiation therapy, chemotherapy.

patients with cancer.

make cancer care a chronic disease care.

We are trying to
So,

they don’t need to be totally cured. Patients can
live with cancer as long as it is suppressed.

This is the message from the United States.
Radiation therapy is one of the important parts of

This is very important to educate medical

cancer care in the USA.

students – they really have to know what a cancer
And there are an increasing number of elderly

specialist is.

Also, in Japan, they really need more

people in Japan, which has one of the highest

medical physicists and dosimetrist to help the

longevity rates – women’s life span is up to 87 and

radiation oncologist. We cannot do it by ourselves.

men is to 79. So, that means that by the time they

When I went to M.D. Anderson about 20 years ago,

get cancer they may be 85 years or older. How

I was the only attending treating around 50 lung

can this cancer be dealt with?

cancer patients, with only one fellow.

And I was

almost dead by 7:00 in the evening.

I was just

Radiation treatment

is becoming very important.

checking all the films.

And now I have seven

So,

attendings that treat just thoracic malignancies. I

why can’t we apply this high technology to treating

am really fortunate to be supported by other people.

patients? We really need to deeply consider this.

So now I can leave town like this.

Japan has a very high level of technology.

Otherwise, I

could not be here.
And again, as Dr. Ryan mentioned, in Japan we
really have to create an Oncology Specialty in

I would like to recommend those of you here who

different modalities. When we see a new patient

are really interested in education, to read the book,

at M.D. Anderson, there are three modalities,

“Preparing for the Future of Radiation Oncology.”

sometimes four. The medical oncologist, radiation

This was written by my husband, James Cox, M.D.

oncologist and surgical oncologist see the patient

and also by Tom Buchholtz, M.D... This provides a

together.

good opportunity to educate radiation oncologists or

Sometimes the pulmonologists or

diagnostic radiologist gets involved.

But we

present the patient and decide what is best for the
patient, not for us.

those in other specialties, on being a specialist in
cancer care.

And even if a patient comes to

see me, and I think that the patient really needs
chemotherapy or can be operated on first, I will

So, that is my last slide. I’ll be happy to take any
questions.

refer the patient to the surgeon or medical
oncologist.

So, it is very important to think in a

-----------------------------------------------------------

multi-disciplinary approach.
Ms. Karasawa:
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komaki 先生ありがとうございま

This is the conclusion of my talk on the

した。なんて言っていいんですか、ほんと、言いた

essentiality of having radiation treatment as a part

いこと全部言っていただいて、先生は日本の現状よ
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くおわかりなので、客員教授でほんとに良かったと

open-minded.

思います。

And

ご質問ございましたら、komaki 先生はお帰りにな

Whenever there is evidence, we move.

らなければいけないので今お願いします。

move faster, as long as there’s evidence.

then,

everything

is

内容

evidence-based.
And we
Of

course, in Japan, there is the group mentality, and
Dr. Komaki:

high pride, and the thought that this is the way we

What she was saying is that why they do not have

have always done this.

enough Radiation Oncologists in Japan that I

less in the US, and so things move faster.

I think that exists much

understand the Japanese situation.
Again, Janis mentioned about mentoring. We try
Question 1:

to get some mentors and to move up faster. For

アメリカはいろんなシステムが早く立ち上がって

example, some women felt like they were being

どんどん進んでいくっていうか、日本は必要性を感

discriminated against and they looked for someone

じて後づけでそういうのができていくと思うんで

to talk to. In all areas, we try to help each other in

すね。クリエイティビティというか・・・・How did

order to make things better.

you

like

they need to be more open-minded about medicine

dosimetrist or physicists or other advanced nurse

and that everything has to be based on evidence.

practioners?

Not just, “this is what I have done.”

develop

or

create

new specialists

Do you have any, uh…

I think that in Japan

We can’t do

that anymore.
Dr. Komaki:
One thing I have to mention is that I think that MGH

Q1 (cont’):

is a more conservative place. M.D. Anderson is

Thank you very much.

like the Wild West or more liberal and they can do a

“open-minded” and “evidence-based medicine” and

lot of things, although we follow our institutional

“mentoring”?

So, the key words are

rules. But in Japan there is a pyramid system, and
if the professor does not agree, it doesn’t go

Dr. Komaki:

anywhere. I think it used to be like that maybe in

You have to be proactive. You have to say, “What I

the United States too.

But when I went to the

would like to do is…” Otherwise, no one will read

United States, the difference between Japan and

your mind. The one problem I face with a lot of

the United States was that the medical students or

visitors from Japan is that they don’t say what they

residents always asked questions.

That was

want to do. The United States is a mixed group of

forbidden in Japan. When I was a medical student

people, so unless you speak up and describe what

in Japan, I wasn’t supposed to ask or discuss any

you would like to do, nobody can read your mind.

questions with our professors.

Discussion or

In Japan, it is very homogeneous. So, we don’t

Asking questions

need to say much. Everybody can figure out what

conversation was really limited.

to our professors was thought to be very rude.

But,

you’re thinking.

But in the United States it doesn’t

in the United States if you get any questions or

work like that. So, medical students, even when

ideas, it will be discussed openly. I’m a tenured

they were children, they had to express their

full professor, but many medical students ask me

desires, rather than being told by their parents. I

questions.

didn’t need to say anything.

And I never say, “That’s a stupid

My parents decided

We think that we

everything. It doesn’t work like that (in the US).

can discuss it or pull out some articles or maybe we

So, if they try to improve something, they have to

can do some research. Most professors are very

make up the goal and express their desire to do

question,” or anything like that.
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repeat their questions or comments. When I worked
at the Columbia Medical Center living in Manhattan,

nothing improves.

NYC, it was tough after living in the Mid-West.
Question 2:

And I learned very quickly that there were not so

Thank you very much. I think if we think about the

many nice people there.

difference between Japan and the USA, the

the people are very open-minded and they love to

individual person in Japan is a nice person…

discuss everything openly.

Dr. Komaki:

But, I don’t know if they choose leaders is wisely.

Yes. I agree 100%. That’s why I love being back

I’m not sure.

here.

good from Japanese standard point.

Q2 (cont’):

Sometimes their judgment is not very

Ms. Karasawa: ちょっと 時 間が遅 れて 申 し訳な

…

but the system is poor. In America, the individual

かったんですが、これで komaki 先生はがんセン

person is not so good.

ターの方にお戻りになりますので、最後に拍手をお
願いいたします。

Dr. Komaki:

Well, I don’t know.

I can’t say that.

Q2 (cont’):
No, no.

Sorry.

But, the system is wonderful.

think this is the first difference.

I

I think how we

choose leadership is different from America. How
we choose leadership in Japan may be different
from America, so therefore, there is a big difference.
So, we should think about how we choose leaders.
I think this is an important question.
Dr. Komaki:

Yes.

I think that is very true.

Q2 (cont’):
I have an answer, but I can’t discuss it now.

Later,

privately.
Dr. Komaki:
I think there is some misunderstanding of what
people are thinking in the United States.

When I

went there, I couldn’t understand what they were
saying, although I could read and write English
fairly well. Therefore, I misunderstood what they
said to me. But, actually, there aren’t so many bad
people. They don’t have much patience.

So, if

we don’t understand what they are saying or have
some miscommunication, you have to ask them to
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6. Medical Physicist:Roles, Responsibility, and
Education
（Guest

Speaker: Faiz M Khan, Ph.D.）

Ms. Karasawa, Associate Professor (Speaker

special study to this field is a full partner with the

introduction):

therapist, not only in the development of the

Let me introduce Dr. Khan in English. Dr. Khan is

science, but in the day-to to-day treatment of

originally from Pakistan.

patients.” This is a very radical statement dating

His first major was

physics, not the medical field.
United

States

and

He went to the

changed

his

major

to

biophysics with specialization in medical physics.

back to 1963.

It took many, many years before

radiation oncologists realized that physicists were
part of the team of radiation therapy.

A medical physicist is an essential person in
performing radiation therapy.

But in Japan, we

have very few medical physicists.

He will talk

This afternoon I will talk about what is the role of
medical physicists in radiation oncology.

about how to promote and educate medical
physicists in Japan, so that we can establish a
system.

And we will start education in this area

This is a basic radiation therapy team. This is
well established; it’s not just my opinion, but is well
established in the world.

from April.

There has to be this

team of four essential individuals, besides the
nurses and others who are also very essential:

-----------------------------------------------------------

the radiation oncologist, of course, the medical
physicist, the dosimetrist, and therapist.

Would you please give us your lecture?

We call

them ‘therapists’ now, though usually in the past
Thank you, Dr. Karasawa.

they were called ‘technologists.’ Now if this team

I fully understand Dr. Komaki’s feelings about

is not in tact, operating in radiation oncology, I think

living in Wisconsin for 14 years. I have been living

the treatment of patients can be very difficult, if not

in Minnesota, which is colder than Wisconsin, for 45

compromised.

years.

So, we can empathize with each other
This is a sample of the responsibilities that a

quite well.

medical physicist has. The first is the equipment
This is a quotation from a very famous radiation

evaluation and specification.

The equipment for

oncologist, a pioneer, Ralston Paterson. Those of

radiation oncology is very complex. It includes a

you who are associated with radiation oncology will

linear accelerator with all kinds of imaging

know

equipment on board.

that

the

‘Paterson-Parker

System’

of

And there is nobody on the

Brachytherapy implants, his rules are still being

radiation oncology team other than the medical

applied in the world, how to implant Brachytherapy

physicist who fully understands how this equipment

interstitial/intracavitary.

And he said in 1963 in his

works. Of course, physicians are very bright and

book, “In radiotherapy, the physicist who has given

they can go in and do all kinds of things, and
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therapists or technologists can actually operate the

Now, when the machine is purchased, a modern

linear accelerator, a dosimetrist can go in and plan

linear accelerator nowadays will cost between $2 –

a treatment.

3 million, this machine is very complex, so who has

But actually it’s only the medical

physicist who knows what the computer is doing,

to test it first?

Because the vendors, the

who knows how much radiation is being put out by

companies, they have engineers, but they don’t

the linear accelerator, and other complex facets and

have medical physicists really on staff. Some of

features of the equipment.

them may have one or two, but they cannot really
test the machine in the factory and commission the

Calibration of the equipment, of course, is the

machine in the factory and say, “OK, you take this

most important task the medical physicist has. In

machine and then start treating the patients.” You

other words, you calibrate the accelerator, the

can’t do that.

radiation-producing machine, as to how many units
of radiation are being put out per minute or per
And remember, that in treating

company and the engineers, then it is the physicists

cancer patients, we have a very tight accuracy to

job to obtain the beam data, make sure the beam

maintain.

There have been studies in radiation

data is correct, make sure that the beam profiles

oncology, where it has been demonstrated that if

are correct, make sure that all the properties of the

the radiation dose delivered to the patient, to the

radiation that are going to be used is according to

tumor, is beyond +/- (plus/minus) five percent,

specs. So that actually takes, on average, about a

either the patient will be injured or the cancer will

month or two months to test the machine out before

reoccur.

it can be released for patient treatment. That’s a

operation time.

of

So, in other words, with this tight margin

+/-

five

percent

accuracy

in

dose-delivered-to-the-patient, that actually is a very
difficult task.

standard procedure and you can’t get around it or
patients will be injured.

And for that, the medical physicist

really has to calibrate the machine very accurately.

Then there are other ancillary things that

Probably within +/- one percent accuracy, because

physicists are supposed to be doing, like radiation

there are other errors that occur on the way, such

therapy facility design.

as how the patient is positioned under the machine,

requires a lot of shielding so that the outside public

where the feed is directed, and all kinds of other

is safe because radiation can leak out of walls, it

kinds of facets of the treatment that can introduce

can leak through the doors, it can leak and do all

errors.

These errors can combine together and

kinds of things. So, it has to be contained in a

exceed +/-5%. So, if the studies have shown that

room. For those of you who are not in radiation

+/-5% is the only window that you have to operate

oncology, a linear accelerator will typically take up

in, then every step of the way you have to make

to eight feet of concrete in wall thickness, as well as

sure that the radiation applied is accurately

lead in the door and all kinds of features to contain

delivered.

the neutrons.

accelerator.

And that is part of the calibration of the
And nobody, actually, is qualified to

facility.

The linear accelerator

It’s very complex thing to design a

And actually only the medical physicist can

calibrate the machine other than the medical

design this kind of facility.

physicist. If somebody does, in the United States,

job.

who is not a medical physicist and calibrates the

designs, that doesn’t hold good, because the

machine, there will be tons of law suits.

There

design depends on how many patients you are

So, that

treating, how much radiation you are putting out,

have been in the past, but not anymore.
is the most important task.
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Then dealing with the regulatory agencies,

planning

treatment planning,… Quality assurance is another

software.

system,

which

is

内容

computer-based

very important task that medical physicists have.
And, also, in our institution, the physicist
I could go on and on and talk about each one of

participates in daily treatment-planning conferences.

those topics, but I don’t I don’t think time allows me

Every new patient that is going to be started or has

to do that.

started, has to be presented in a treatment
conference where there are radiation oncologists

I think in the University of Minnesota (which I

(more than one, because one radiation oncologist

really take pride in, I’ve worked there for about 35

in the treatment planning conference has no input

years) we have a slightly different system than

from anyone else, so there has to be more than one

many other radiation oncology departments, even

radiation oncologist), there has to be a physicist

in the US.

there, there has to be a therapist there and so on.

We place a lot of importance and

responsibility to the medical physicist.

For

example, each patient is assigned a physicist.

In

Everybody is in a team, the people that are there,
so they can question the treatment.

A lot of times

other words, in his chart, it not only notes that this is

people think that nobody can question a physician

such-and-such doctor’s patient (the doctor’s name

as to what that physician is doing. We have an

is there), but there is also the name of the physicist

exception in the team: the medical physicist can

who is involved in the physics work-up, you know

question and say, “Why are we treating this patient

the core treatment planning and so on.

this way?” based on his scientific knowledge.

The

physicist’s name is also listed there because if any
problem occurs they will call the physicist to help.
So this is unique, very unique in our department.

And then treatment is evaluated jointly by the
physician and the physicist.

The physicist is present at the time of simulation
of the patient.

That’s when the physicist has to

learn what the patient’s needs are as well as the
physician. So you work together to work on the
patient because there are several problems that
can arise right at the time of simulation.
Then, sometimes the patient requires that you
have to measure the dose in the patient in vivo.
Who can do that?

The medical physicist is the

only one who can do that.

I have drawn this kind of chart, the patterns of
physicist-participation in the US.

We are very

And the medical physicist actually participates in

proud of radiation oncology in the US, but, there

treatment planning, although physicists may be

have been patterns-of-cares studies where some

helped, nowadays in the US especially, by

institutions are really not operating the way they

dosimetrists. But the physicist is the one who is in

should.

charge of treatment planning.

as good in the past.

He may or may not

It’s getting better, but it didn’t used to be

personally do the planning for each patient.
Dosimetrists are like operators of the treatment
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For example, ‘A’ shows that the radiation
oncologist makes all the decisions.
really bad.

Well, that’s

It’s not allowable anymore, OK.

内容

Then you can have additional staff, additional
radiation oncologists for each additional 250
patients treated annually.

That’s the guideline.

That’s the most extreme situation.
And then there is also a guideline that a physician,
While in other situations, a radiation oncologist

a radiation oncologist in this case, should not be

and a dosimetrist work together and nobody else is

treating more than 25 – 30 patients at a given time.

in the loop. Dosimetrists are good operators and

The reason is that if you have more patients than

can operate the treatment planning system, but

that, you will not be able to give the patients the full

dosimetrists do not understand what the computer

attention that they deserve.

is really doing, what the algorithm is behind those

around constantly doing this, this and this, but you

calculations, how accurate and how valid the

are not paying attention to the complex disease that

treatment plan is. So, that is actually happening in

you are treating for those patients.

a lot of institutions in the US, in spite of the fact that

another guideline.

You are running

So, that is

there has been a lot written against that type of
Now, the guideline for medical physicists is that

practice.

there should be one per 400 patients treated
‘C’ is the radiation oncologist works with the
physicist,

works

with

the

dosimetrist,

evaluates the plan with the physicist.

annually.

again,

‘C’ is the

ideal type of teamwork that has to happen in order

And then, if you are treating more than 300
patients, you should have a dosimetrist.

to make sure that the treatment is safe and
Now, for technologists/therapists who operate the

effective.

machine, there should be two per megavolt of unit.
I will spend a few minutes on speaking about

That means it’s just like an airplane, you know.

what the American College of Radiology has

You have to have two pilots.

It’s only the

recommended in what they call the ‘Blue Book.’

technologist and the linear accelerator, and they are
the only ones treating the patient at that time; a

This actually gives you guidance as to how many
radiation oncologists you should have, how many

physician may not be there. It may only be the
technologist, the patient and the linear accelerator.

medical physicists you should have in an institution,
Now, there are a lot of steps they have to go

how many dosimetrists and so on.

through to set up a patient.

And if the technologist

It has not really

makes a mistake – sets up a wrong distance, sets

been updated yet, which is too bad. But, if you

up a wrong field or something – that would be very

follow their guidelines, it’s very easy to update them.

unfortunate.

But, first you have to follow these guidelines.

sets up and the other one helps and checks what

Now, this was written in 1991.

The

Therefore, you have to have two: one

guidelines say that there should be one Radiation

the other one is doing.

There is a checklist for

Oncologist-in-Chief. There has to be some chief.

most complicated treatments.

We were talking about leaders, and there has to be

a requirement for two per machine.

That’s why there is

one leader in radiation oncology who is in charge of
making sure that everything is going accordingly.

Now, as I said, this book was written in 1991.
Things have changed since 1991.
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guidelines must be updated in accordance with the

supervision of a qualified medical physicist.

sophistication of the equipment and clinical practice.

that’s the hospital-based clinical training.

If you have IMRT, if you have Image-guided

it the ‘medical physicist residency program.’ Just

Radiation

like the physician’s medical residency program.

Therapy,

if

you

have

Stereotactic

内容

So,

We call

Radiotherapy, if you have High Dose Rate
Brachytherapy, if you are using proton therapy, and

They have to have that program out of the way

so on, these are very complex technologies of the

before they take a board certification exam.

current era, and therefore, these were not available

Medical physicists also get Board certified by the

at the time the Blue Book guidelines were written.

same board that certifies radiation oncologists. So
they have to have residency training before they

So, with these modalities of treatment coming in,

are accepted for board certification.

you have to make sure you have got enough
staffing, more than what the ‘Blue Book’ guidelines
call for.

You have got to use good judgment when

The American Board of Radiology, which certifies
radiation oncologists, has been examining medical

So, here, the institution

physicists including me and others, who are from

has to pay attention to how much more staffing they

the ‘old days’ when there were no residency

will need because of these modalities they are

programs.

getting into.

physicist spend a few years, three or four, under the

you are doing your work.

They would actually have a medical

supervision of somebody else who is board certified,
Also, if it is an academic institution, you have to

and work as a student for several years and then he

give your staff time to teach and research, and that

could take the examination. But, it was found that

requires more staffing.

But if you have one

nobody really knew what kind of program they went

physicist per institution, he is running around all day

through – there was no structure to it, no

taking care of patients, he has no time to do

organization to it.

research. Well, that’s not an academic institution.

recommendation: “Oh, yes.

In my mind, being ‘academic,’ means you have to

worked for me for four years and I think he is

do teaching and research.

qualified to take the board examination.”

There was just a letter of
This person has
They

found out on the board examination, which I have
Very

had the privilege of examining for 20 years, we

You have to have a Ph.D. or Masters

found out that these students were very poor and

Now, medical physicist’s qualifications.
simple.

degree in physics or a physics-related field.
are

physics-related

fields

like

There

didn’t understand many things.

biomedical

engineering or medical physics; there are degree

So, after a lot of meetings and all of that, the

programs for medical physics, any of those you

American Board of Radiology is going to require

have to have at least a Ph.D. or Masters.

that “you must have 3 years of full time equivalent
clinical experience…..under the supervision of a

Then, even after he has received a Ph.D. degree

certified

medical

physicist.”

Now

this

is

in physics or a physics-related field, this physicist is

grandfathering, still… No, I’m sorry.

not ready to work in the clinic. He will not know

system.

anything about what is going on in the clinic. So,

residency plus one extra year of clinical experience

this person has to go through training. It’s called

under the supervision of…”

‘clinical training’ and hospital-based, that means

Board of Radiology’s current requirement.

this

person

works

with

patients

under

That is the old

You must have “two years of clinical
This is the American

the
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the

American

Board

of

Radiology’s

内容

trained in Japan.

requirements in 2012 are going to be, that the
medical physicist candidates must be enrolled in or

So, together we developed a 5-year plan, which

have graduated from a CAMPEP, which is an

Juntendo University is now following.

organization that accredits residency programs, a

case they are sending medical physicists to go to

CAMPEP-accredited education program with an

the US to get their residency training, take the

MS, Ph.D. or residency.

board examination, then come back here and work.

So, that isn’t very

In which

So that after five years there will hopefully be

rigorous either.

enough board-certified medical physicists here that
It really becomes rigorous in 2014 when

they can start their own residency program and

candidates must be enrolled in or have completed a

actually, CAMPEP, the accrediting body, will come

CAMPEP-accredited residency program before

here and accredit the program if they are following

they can sit the examination.

their (CAMPEP’s) guidelines. So, that is the plan.

So, in 2014, no

physicist will be certified unless they come through
an accredited residency program. That’s a great

It is imperative that financial investment in

development, as a matter of fact, and I am happy

acquiring

state-of-the-art

radiation

oncology

that they came up with this requirement.

They

equipment and facilities be matched by investment

couldn’t do it right away because then a lot of

in staff that are responsible for the efficient and safe

physicists would not be able to take the exam and

use of the equipment.

there would be a big shortage. But they’re giving
you about six more years to get your act together to

The five year plan instituted by Juntendo for the

get your residency program established. So, we

establishment

are on the right track now.

residency

of

accredited

program

is

a

medical

great

development.

Juntendo has taken a leadership role.
Now, I have this comment on medical physicists

physics

And I wish

them great luck.

in Japan.
----------------------------------------------------------I actually have had the privilege of coming here to
Juntendo for a month in 2005.

We worked on and

Dr. Karasawa:

commissioned a machine and all of that, but at the

Thank you so much, Professor Khan.

same time I found out that there was an acute

Do we have any questions?

shortage, in fact, I was really flabbergasted that
there are not many medical physicists in Japan,

Question 1:

Thank you for giving us a very

although the equipment is very advanced and

excellent

they’re doing proton therapy.

They’re doing IMRT;

Professor Komaki has shown that about 1/4 of

they’re doing all kinds of fancy stuff, but no

cancer patients receive radiation therapy in

physicists to show for it. It was all done by the

Japan.

physicians and technologists, which was really a

patients in the United States received radiation

shock to me.

therapy.

lecture.

I

have

one

question.

In contrast, more than 60% of the
What is this reason due to?

This

could be because there is a shortage of medical
However, after the shock wore off, I worked with

physicists. What do you think about that?

Dr. Karasawa and others in trying to come up with
some way of getting more medical physicists
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I don’t know exactly if that’s the cause. It could

plan to have at Juntendo, then they already have

be a cause, but I think it is a tradition.

board-certified physicists working there (there

Traditionally, radiation oncologists have not really

have to be at least two), and then you have to

involved medical physicists in the treatment

have good equipment, you have to have

process.

And, actually, medical physics as a

board-certified radiation oncologists, and all of

profession has not been recognized in Japan

that. These are the requirements. If you meet

compared to the US. We actually used to have

those requirements, then all you have to do is fill

the same situation you have now, maybe 20 or 30

out a big form, very thick, and write down the

years

program

program you have; you then send it to CAMPEP.

established in the US was in 1993. So, you can

They will look at it and if they think you have met

see that we also started very late.

And I am

all of the requirements, then all I think they do is

proud to say that it was my institution that had the

send a team of three or four people who are

first residency program in the US. But, now, still,

medical physicists to come and visit your

there are only 15 residency programs.

institution.

ago.

The

first

residency

And

And, maybe in two days, they will

each residency program may have two or three

decide whether you meet all of the requirements

medical physicists being trained.

and will be accredited for five years.

So, it is not an

内容

And then

awful lot of people being trained. But, this board

after five years, if you want to be accredited

decision not to allow these physicists to come in

further, you just invite them.

and get board certification without going through

in getting the program accredited if you follow

a residency program is presently being debated

their guidelines.

There’s no problem

so much that people are panicking about what to
do now.

We need physicists, but how do you

Q2 (cont’):

So, hopefully, that will

OK. Thank you. But, we in Japan are going to

let people institute more residency programs.

establish Japanese guidelines for education and

You can get in on it in the same way.

training medical physicists, we are just starting,

get them board certified?

following the American system, and so the Japan
Q1:

radiological society is creating a thesis…

OK. Thank you very much.

Dr. Khan: Good.

Question 2:
Thank

you.

How

is

it

feasible

to

get

accreditation by the CAMPEP program for

Q2 (cont’):

institutions in Japan which is far away?

And so, it’s just starting.

Is it

That should be the

authority in Japan to certify medical physicists.

within the regulations or rules of CAMPEP?

But, while this is being established, the CAMPEP
system should be very helpful.

Dr. Khan:
Actually, all the rules, regulations and system for
establishing a residency program are available

Dr. Khan:

from US-based CAMPEP.

That’s right.

If you go on their

As a matter of fact, I feel with what

website they will give you the entire program.

Jutendo is doing, this will become the nucleus of

They will say you should have this and that, so

training people.

you follow those guidelines that they have.

And

institutions that follow the same pattern, and

after you have everything in place, and if you

pretty soon you will be at the same level as the

already have board-certified physicists, like we

US is.

And then there will be other

If the will is there, you can do everything.

141

第5編

第1回

がん生涯教育センター国際シンポジウム「New Era of Cancer Education」

Q2 (cont’): Thank you for your advice.
Dr. Karasawa:

Any other questions?

Question 3:
One more question.

How many medical

physicists are you producing each year right now
in your country?
Dr. Khan:
In the US, probably maybe 30 physicists are
certified and 30 physicists are passing their
residency, and then taking the board examination.
But, as I said, the Board still allows people who
come from outside of the residency program.
So, they are examining, maybe, 200 physicists a
year.
Q3 (cont’):
Has the number been increasing or decreasing?
Dr. Khan:
It has been increasing, constantly.

But, now the

problem is that in 2014 they have to come to a
residency program.

That is a big hurdle that

they have to get over.
Dr. Karasawa:
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内容

7. Panel Discussion
(Right to Left)

as well as Japan, we have to make these careers

Ms. Saito

feasible for people to do, exciting (they really are

Ms. Apted

exciting careers).

Dr. Ryan

medicine for 35 years is because it is an exciting

Dr. Khan

field: so many changes, so many wonderful things

Dr. Karasawa

happening, so many opportunities.

The reason I’ve been in

We have to

communicate this to the young people and get
Ms. Saito:

OK, so let’s get started with our panel

them invested in coming in.

discussion.
We also need to change our institutions so that
Please comment to the Japanese

they are more flexible, more accommodating to

about how we can establish an educational system

younger people who have different value systems

in Japan.

than we do. I’m 60 years old.

Dr. Karasawa:

What my daughter

who is 22 is looking for is a lot different than I have
Ms. Saito: Well, we have many problems in our

experienced in my career.

So we’ve got to be

medical field, especially our oncology field in Japan.

more open-minded and figure out what’s going to

For example, we don’t have many medical

attract these talented people and keep them with

oncologists, physicists, and radiation oncologists.

us.

Also, we are running short of surgeons and
Because these

Dr. Ryan: It is a wonderful profession being an

days, the young generation, young physicians

academic oncologist. I think there are two things

prefer jobs or select jobs considering work-life

in talking to you about medical oncology in Japan

balance or cost performance.

that need to happen.

gynecologists and pediatricians.

Could you give us

some comments or suggestions on that?
One is I think there needs to be a separate
Ms. Apted: I think this is a problem we all share.

specialty for medical oncology within your system.

In my country, Canada, we’re having the same

It sounds like it’s a shared responsibility right now

problem with academic medicine not being as

and it needn’t be that way.

attractive as it once was. Even medicine.

impetus to make it a separate specialty.

A lot

There should be an

of Canadian physicians have moved down to the
States because they can make a lot more money in

The other interesting thing, and this gets to the

the States. But, even the States has its problems

dynamic of how we pay for health care today, is

with young people not wanting to sign up for the

how do you incentivize a society to value academic

hard, very demanding intellectual, and in other

medicine and how do you incentivize a society to

ways very demanding life that academic medicine

value medical oncology, in particular? You might

is. I think it’s one of the toughest professions in

make the argument that in the United States we

the world, certainly the most demanding in terms of

actually incentivize medical oncology too much,

time. So, I think what we have to do, in the States

which is why we can’t get enough people to stay
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内容

with an academic career because there is too

And, secondly, research is a great attraction for

much incentive to go into the community.

physicists.

So we

I don’t believe that there are any

don’t have it perfectly either, but we are constantly

physicists that don’t crave to do research.

This is

trying to create this balance.

the most basic science in the world. Mathematics
and physics are the two most basic sciences.

And

Those would be the two biggest or largest things

research is an integral part of it.

And when a

that come to my mind after listening to everybody

physicist finds out that he can do some research

talk today.

with linear accelerators, with treatment designs,
and so on, that’s a great incentive to get him in.

Dr. Khan: Well, I’m not a physician as you know,
but I’m a medical physicist.

In order to create an

interest in medical physics, first of all, I think that

Ms. Saito: (Question about medical physicist’s
salary)

Japan has to have some good residency programs
and train physicists working in the medical centers.

Dr. Khan:

It used to be that the head radiation

And once the pure physicists see that, they will be

oncologists had some idea about how much their

curious and they will try to find out what these

staff in the medical physics should be paid and so

medical physicists are doing.

on. Then the administrators came along, and, you
know, these are business people. They are not

In the US, what we do sometimes is we have the

doctors or anything. They are just administrators.

AAMP, American Association of Medical Physicists,

And when they invest millions of dollars in the

put out special programs to attract pure physicists

equipment, they want to hire physicists.

to get into the field.

And I think Japan also has a

medical physicists association and they should put

As far as who decides about how much the salary

out programs as to what it entails and show that it

should be, the medical physicists association has

is

surveyed

an

exciting

field.

Because

physicists

all

the

medical

physicists

in

the

traditionally are working either with the stars or

association as to how much each person is getting,

some esoteric stuff, or I shouldn’t say ‘esoteric.’

not individually, but as to how much radiation

It’s basic knowledge. But they have no idea, per

oncologist physicist should be paid – average

say, as to what medical physics entails.

salaries.

And I

think your medical physicists association should

The top ten salaries and the average

salaries are published every year.

put together a program where people can come
So, if in your hospital, you want to find out how

and learn.

much your physicists should be paid, if you have
And also, the biggest incentive in my experience

these surveys, you just go in there and say my

has been when people have come and asked me,

physicists should not be the least paid, but should

“Should I get in medical physics or not?” I say that

be average if not a little bit more, depending on the

actually they should get into medical physics if for

qualifications, depending on the experience, and

no other reason than that the salary is twice as

so on.

much as in pure physics.
incentive for them.
physicist
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So, that’s a good

The salary of a medical

derived

from

patient

revenue.

So, although it is also tied to the standard of living
and so on, of course American physicists are the

Therefore, their salaries are about twice as much

highest paid in the world.

But this is done by

as that of pure physicists.

surveys to find out how much you pay.
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I have a question to Dr. Ryan.

the program, when it sounds like you are moving

Mainly we are talking about how we educate

toward oncology fellowship, that there hopefully will

specialists from oncology, but the other concern we

be a panel of applicants ready-made for you

need to think about is how we educate medical

because of these types of programs.

Question 1:

内容

students, because until recently, we didn’t have a
particular program or curriculum for oncology in our
university.

Q1:

OK. Thank you very much.

But, last year we established this

curriculum and it has just started. What do you

Dr. Ryan: I have a question. Do patients seek

think about education for medical students in the

out experts in cancer care?

oncology field?

United States, one of the drivers of oncology care is

Because in the

not the government, it’s the patients. The patients
I think that’s a wonderful thing that

demand to see an expert in that particular area.

In the medical schools in the United

And so, that’s one of the reasons people come to

States the curriculum does include oncology topics

see me, because they want to see a gastro-cancer

from the beginning, and it’s woven into the fabric of

expert, somebody who gives the chemo.

their education through years One through Four.

there not that drive among patients in Japan?

Dr. Ryan:
you’ve done.

But, is

And it’s not uncommon that if you come and visit us
in the oncology unit, that we will have several

（会場内の参加者から質問）

medical students rotating through our programs.
Usually there are always one or two medical

Dr. Ryan: If you look at the Internet, it is loaded

students on the oncology consult service, on the

with that aspect. The other thing is that people

hematology consult service, on the blood-banking

flock to cancer centers, regional cancer centers,

service.

because patients expect to see a specific expert
within that regional cancer center. So, if they don’t

There are also ambulatory rotations where they get

know the name of a person, they will go to a

to pick which ambulatory clinics they would go and

regional cancer center because they know that

shadow the attending. So, several times a year I’ll

they will get an expert in that particular field.

have a medical student just shadowing me in the

Every major city in the United States has one, and

afternoon or in the morning as I’m seeing patients.

every major hospital is trying to develop a cancer

And the feedback has been tremendous.

center because they want to keep the patients from
moving from their center to the one across the

Just to show you how fast things can change, when

street

I was applying for fellowship in 1995, I was the only
person.

I went to Columbian Presbyterian, where

（会場内の参加者から質問）

we weren’t very nice, and I was the only person in
my residency program that applied for oncology.

Dr. Ryan: Each cancer center has its own website,

It wasn’t very popular.

but there are patient forums…

And I have to say that now

medical oncology in the United States is second to
cardiology in being the most popular specialty that

（会場内の参加者から質問）

residents apply for.
Dr. Ryan:

Who chooses the doctor?

Well, right

So, change happens, and can happen, extremely

now we have so many patients and so few doctors

quickly.

that, typically, it’s whoever has an open spot.

I think integrating medical students within

So,
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not everybody who wants to see me can see me,

Ms. Saito:

for instance.

mentioned previously?

Just because I’m the leader of the

Can I go back to that problem I
In order to balance the

But we

number of staff in each division, keeping a division

run a program where I think that everyone is

attractive is very important, but do you think that

outstanding.

government involvement is necessary to control

program, I have a little bit more visibility.

The other thing is that we also

present all the new patients each week in clinic.

the number of staff in each division?

So, everybody has a fairly good feel for how each

before, we are running short in some types of staff,

of the patients is getting treated. But the patients

for instance pediatricians or gynecologists.

don’t necessarily get to pick which doctor they’re

your country, does government control of the

seeing.

number of staff exist?
Dr. Karasawa:

（会場内の参加者から質問）

As I told you
In

Of doctors and also medical

physicists. Is there any government control for the
Dr. Ryan:

It’s very hard. I think there is only so

much time in the day for some people.

number of medical staff?

And, every

cancer center has their go-to physicians that

Dr. Khan: It’s not because the health system is

everybody wants to see. But we set up programs

different there.

where we tell patients that Dr. so-and-so will review

health system.

that particular case, but won’t be able to take care

institution actually decides how many people they

of you.

will need on their own. The guidelines are there.

And most patients are OK with that.

Though

It’s private health.

are

guidelines,

they

And every

are

not

regulations; they are not mandatory.

（会場内の参加者から質問）

Dr. Ryan:

they

It’s not a government-sponsored

But, cancer patients can’t wait, so

But, my understanding is that here, the government

typically they see one of the junior attendings.

is the one who provides health care.

One of the interesting things that we’ve noticed

therefore, I think it is more logical for them to

(you know that I run the clinic), is basically for a

demand that if they are spending money to have

busy clinician in cancer right now, to stay at the

the patient treated, that the patient be treated

same level of busyness, they only have to see

properly, and therefore they can make sure that

about 10 new patients a month.

each institution has a sufficient number of staff and

And the reason

for that is that their existing patients are living so

And,

also type of equipment.

much longer, and the treatments have become so
much more intense, that they don’t have to see that

I think that probably Canada can do that more

many new patients to maintain a full clinic.

easily.

I think you can comment on how the

Canadian government is involved in making sure
（会場内の参加者から質問）

Dr. Ryan:

There are only so many slots that

people can fit into.

Our biggest problem right now

that you have full staffing.
Ms. Apted:

I’d love to comment but I haven’t lived

in Canada since 1973.

is hiring new medical oncologists. There are just
not enough to go around… which drives up the

Of course, Canada has a socialized health care

salary.

system, which I highly approve of. This is one of
the big problems in the United States, is the lack of
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responsible for the fellows who stay on for their

had its own problems keeping that well staffed.

second and third year who will oversee them and

And I don’t know how they establish their quotas or

oversee their transition to junior faculty, and then

what their system is really.

junior faculty to senior faculty.

universal health care, I think.

内容

Where the system

breaks down currently is the junior faculty to senior
Ms. Saito: OK. So, in your country do you have

faculty range.

enough staff?

was brought up was the drop-out rate. There is

I mean, is the total number of

I think that one of the points that

such a large investment that goes into training

physicians for patients sufficient?

somebody to be an academic clinician, somebody
Dr. Ryan: Yes. Right now we do. In terms of

that can take care of patients at the highest level,

the number of total staff, there aren’t shortages yet,

who is an expert in a specific field and also has a

but there are projected shortages in the next 20

specific expertise in an area of research.

years in certain sub-specialties.

And how we’re

you see people drop-out is generally in the 35- to

going to meet those shortages, nobody really

40-year old age group where they have to make

knows.

The government doesn’t control the

that transition from junior faculty to senior faculty.

number of physicians, but it does control the

And I think that M.D. Anderson is ahead of the

number of available residency and fellowship slots.

curve in terms of addressing that particular issue.

And since the government accredits the individual

But, it’s a huge issue across the country.

institutions, it indirectly controls.

There are no

number one reason for that is money – both in

new medical schools being formed, as far as I know,

terms of the ease in which people can get research

in the pipeline…

grants, and the second is the ease in which people

Where

And, the

can get large salaries in private practice.
Ms. Saito:

Pipeline?

What do you mean by

So,

around the age of 35 – 40, which probably
coincides to when people need money to raise

‘pipeline.’

families, there is a huge dropout.
Dr. Ryan: In the planning stages. There are new
medical schools being proposed, but the start-up

Ms. Apted: I don’t know how you finance medical

costs and the start-up energy and time involved is

education here, but someone can graduate from

so long, nobody really knows whether or not it’s

medical school and residency training in the United

going to meet the future demands.

States with huge debt - $150,000 to $200,000.

So,

when they look at paying off this debt and they look
So, indirectly the government does regulate it, but

at those high-paying jobs in private practice… that

it’s very indirect.

can be a real draw out of academic medicine.

Ms. Saito: So, let’s move on to the next subject.

Dr. Karasawa:

Dr. Khan, you said that all medical

physicists in the United States have to go through
Dr. Ryan, do you have a mentoring system like M.D.

the residency program.

Anderson Cancer Center?

funding for these programs?

Dr. Ryan: It’s similar.

Dr. Khan: You mean, how are we going to fund

in that sense.

It’s not as fully developed

But, we do have a mentoring

these programs?

How do you establish

That’s a big problem in the

system, for instance, in the fellowship program.

United States.

As a matter of fact, there is no

We have established a group of physicians who are

system. The government does not pay anything.
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business people, they don’t want to spend any
money.
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found out that they are making some headway in
that direction.

In training medical physicists, they would

pay a staff medical physicist, but they don’t want to

Basically, my feeling is that medical physicists’

pay for training or research.

training should be paid through the same funding

That argument goes

channels as physician training is paid. There is no

on all the time.

difference

as

far

as

radiation

oncology

is

Now, only a few institutions, 15 in total, have been

concerned.

They have the same type of

able to establish residency programs, but that was

responsibilities and the same impact on quality of

through indirect means.

treatment as the physicians have.

So they should

really be funded by the same mechanism. In your
For example, in our institution when we started this,

case it should be the government who should be

we actually somehow convinced the administrators

giving you funds to train medical physicist

that they could pay us some money for training

residents.

these people because we cannot operate if there
are no trained physicists for us. So, we convinced

Ms. Saito: Time flies! And since time is limited,

them that they should do that. They at first went

could you give us one comment to summarize your

along with it, but then later decided that they did not

message and a word about your dream for your

like it either.

field.

So, since then, the University of

Minnesota has been applying for grants to the
Association of American Physicists to provide

Ms. Apted: My message would be, “Invest in your

some funds.

talent.”

The young talented people who are

coming into this field need all of your attention.
What happens nowadays is that there are

They really want to do well and really want to thrive,

companies, like Electa, Verion, Siemens and others,

and I think it’s our responsibility to create

out of the goodness of their hearts (or whatever the

institutions in which they can do that.

reason may be because their equipment is going to
be used) are providing some scholarships to the

Dr.

Association of Medical Physicists.

sub-specialize in order to create specialists in

Then the

Ryan:

My

message

would

be

to

Association

will, on a

competitive-basis, for

specific types of illnesses.

institutions

that

accredited

residency

see that patients start demanding that. We didn’t

programs established to apply for funds, they will

start to see that until about 10 years ago. But, it’s

award half of the funding to encourage the

been remarkable how much that is driving the

institution to come up with the other half.

process right now. So, I wouldn’t be surprised in

have

So, that

And I think that you’ll

10 years from now that patients in Japan are

too is a very difficult sale.

driving the change.
The Association is now going to the government,

148

HCFA (Health Care Financing Administration),

Dr. Khan: Well, my message would be that Japan

because they provide funds for residency for

needs medical physics quite a bit. They need it

physicians.

badly.

So, they are talking to HCFA and

And the only way they can do that is to

saying that “You are providing these funds to train

start residency programs in the universities.

physician residents; there is a great need to do the

that they should get appropriate funding from the

same for medical physicists.”

government for it.

And I recently have

And

Without that, I think radiation
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oncology will suffer. It has suffered in the United
States for many, many years.

And even now, it is

suffering because there are not enough trained
physicists in the United States.
Ms. Saito: Thank you very much.
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8. Closing Remarks Formative Force of the New Era
（樋野興夫

順天堂大学医学部病理・腫瘍学講座教授）

Thank you very much for spending your precious

Carcinogenesis looks like an “opened Japanese

time and coming to Japan to give us excellent

fan”.

So, the formative force of “lifetime cancer

lectures.

education” is like this one (*points to “mutation in
the initial gene” note on screen).

Dr. Kominami already mentioned our program.
From the end of last year, we have started a

This is the

formative force of education, but in cancer we also
need a formative force to develop cancer.

program in Japan focusing on how to establish,
how to teach, and how to create “Medical

And we need a trigger. When the attack hits the
proper place, then it opens, like a Japanese fan.

oncologists”.

But, it takes time.
I also want to mention that our medical university
is the oldest medical school in Japan, as you see in
this pamphlet. It was established in 1838, so it is
now 170 years old.
NINtendo!

And like a carcinogenesis, we have multi-steps.
So, it takes time.

Its name is JUNtendo, not

So, please remember that

our

And as you know, this is Juntendo.
know the Ochanomizu area?

university is ‘Juntendo.’

Do you

(There is no

elevator in Ochanomizu Station. So, we need to
I think that I learned a lot today.

And, honestly, I

got new information from your ideas.

What we

establish an elevator!)

But, anyway, our goal is to

establish a medical town in this area.

Not a

started today is a focus on differences – differences

medical center. We want to make a medical town.

between the USA and Japan.

Where

Cancer is an

university,

hospital,

students,

and

international word. Cancer, cancer patients, and

patients,… everybody will gather in the same place.

the mechanism is the same, but our cultures and

That is what we mean by a ‘medical town.’ Our

societies are different.

goal is to make a ‘medical town.’

What we studied today

were the differences. Knowing the differences is
very important, because it is the guiding principle of
transition and the formative force for a new era.

It

Our program just started.

But this is not only for

cancer; it’s also for patients, students, everybody.
Our final goal is death… Everybody dies. We all

is very important to know the differences.

have this in common.
Are

you

familiar

carcinogenesis?

with

Like

a

the

‘Trias”

“lifetime

of

cancer

education”, it is not automatic. What we need is
stimulation.

It has a process.

It takes time, like

education. So, we may need 20 or 30 years. It
takes time to establish something.
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This year is the first year of international work
shops.

I think it is very successful.

We will

continue this international symposium next year,
and we hope for the next five years. Thank you
very much.
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1. アンケート集計結果
1-1 参加者の所属
順天堂大学関係者

21

連携大学関係者

15

他大学関係者

0

医療機関関係者

3

その他
合計

3
42

（回答者数：42、回答数：42）

1-2 参加者の職種
医師

11

看護師

2

薬剤師

6

医学物理士

1

教員

9

職員

3

研修医

0

学生

8

その他

7

合計

47

（回答者数：42、回答数：47（複数回答））

1-3 同時通訳について
なくてよい

16

あったほうがよい

21

どちらともいえない

5

その他

0

合計

42

（回答者数：42、回答数：42）
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1-4 開催時間について
平日の昼間

12 人

平日の夕方

19 人

週末の昼間

9人

その他

2人
42 人

合計

（回答者数：42、回答数：42）

1-5 シンポジウムの参加のきっかけ
案内メール

23 人

ポスター掲示

8人

人から聞いて

12 人

その他
合計

1人
44 人

（回答者数：42、回答数：44（複数回答））

1-6 興味のある講演について
Mentoring:A Key to Success in
Medicine and Research
The Education of Medical
Oncologists at MGH
How to Educate Radiation
Oncologists
Medical Physicist:Roles,
Responsibility, and Education
合計

14
14
17
11
56

（回答者数：42、回答数：56（複数回答））
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1-7 講演 1（"Mentoring:A Key to Success in Medicine and Research"）
についての感想
① アメリカの Mentoring について詳しく紹介しました。勉強になりました。
② シニア Dr.として良い指導医になるための心得が学べた。
③ 系統だてた内容で非常に興味深かった。
④ 米国での教育に対する重視を知り感銘した。
⑤ 聴講できませんでした。
⑥ 「教育」はとても難しいと思います。しかし、組織・チームの中で、支援していき、よりよい医療を提
供できるよう努力していきたいと思いました。
⑦ 総じて、今後の自分の教育ならびに教育システムの構築に役に立ちました。ありがとうございます。
⑧ 医療と研究における成功について良い idea をいただきました。
⑨ mentoring が faculty development において重要であることがわかった。日本の文科省がいっている FD
がいかに狭いかも同様に良くわかった。
⑩ がん治療にかかわる医療職の責任は重い。メンタリングの重要性がわかった。
⑪ 日本においてもメンタリングプログラムの必要性を感じました。
⑫ mentoring について教えられた。Good.
⑬ 講演の仕方がわかりやすかった。
⑭ mentoring の重要性の説明があったが、日本ではスタッフへの個人的指導の系統的なアプローチがなく、
良く理解できなくなった。

1-8 講演 2（"The Education of Medical Oncologists at Massachusetts
General Hospital"）についての感想
① アメリカの医療教育のことを紹介しました。いい勉強になりました。
② oncologist 育成の how to
③ わかりやすかった。内容も良かった。
④ やや概論的であった。
⑤ 聴講できませんでした。
⑥ MGH での具体的な例があげられていて、臨床腫瘍医の教育・育成のイメージがつきやすかった。
⑦ 具体的な教育体制ができており、ローテーションをしながら様々な科をみることは、大切だと思います。
幅広い教育を受け、その中で専門を深めていくことは重要だと思います。
⑧ 腫瘍内科医、血液内科医の education の重要があることをわかりました。
⑨ 腫瘍専門医の存在とその教育システムについて理解した。日本ではこれからであるが。
⑩ medical Oncologists education の MGH での方法がわかった。Good.
⑪ 実例が良かった。
⑫ MGH での Medical Oncologists が急に整備されているとの説明を聞いたが日本でも設備してもらいた
い。
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1-9 講演 3（"How to Educate Radiation Oncologists"）についての感想
① 講演の方は日本の医療現場をよく存知ています。日本によく役に立ちます。
② talk が大変愉快で楽しめた。
③ わかりやすかった。統計に加えて具体的な教育プログラムの提示もあるとよりよかった。
④ 大変パワフルな講義で最もおもしろかった。
⑤ 日本の差に驚きました。人数も施設数も。教育、育てていくということを考えさせられました。
⑥ 日米間のギャップを解決するためには？
⑦ アメリカでの放射線腫瘍医の育成に、あれほど時間がかけられていたのにおどろいた。今後日本でも
Rad は重要になってくると思うが、あれだけ時間をかけた医師や専門家が継続して働ける環境も重要だ
と感じた。
⑧ これからのがん医療において、患者さんの負担が少ない放射線は、大切な治療です。いかに教育するか
は大きな課題だと思います。
⑨ 米国における放射線治療医の現状がわかった。
⑩ 米国では腫瘍専門の職種がいろいろあり、充実していることがわかった。
⑪ 放射線腫瘍医の日本とアメリカの違いに驚きました。
⑫ Good.（日米の radiation oncologists がよくわかった）
⑬ Dr．Komaki は日米の放射線腫瘍学・臨床を理解していて橋渡しとしてよく解った。

1-10 講演 4（"Medical Physicist:Roles, Responsibility, and Education"）について
の感想
① アメリカの医学物理士を養成することを講演しました。勉強になりました。
② 放射線科医不足の深刻さがよくわかった。
③ 特殊な分野なので時間配分が少なくてもよかったのではと思う。
④ 未知の分野で興味深く聞かせていただいた。
⑤ 物理士について日米比較は？
⑥ komaki 先生も出されていたが、米国におけるガイドラインや患者数・医学物理士の数など、日本では
必要性が理解されてきはじめているのに、まだまだ不足していると実感した。
⑦ 他に研修に行くなどして、視野を広げ、よりよい医療が行えるよう頑張りたいと思いました。
⑧ 良い腫瘍医になるために良好な、最新の知識を持つことは重要である。
⑨ Medical Physicist についての理解が深まった。
⑩ 教育のガイドラインの必要性、教育の成功秘訣は

オープン EBM

⑪ Good.（medical physicist についてわかった）
⑫ Medical Physicist の役割を良く説明してくれて良かった。
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1-11 パネルディスカッションについての感想
① いい勉強になりました。
② not

special.

③ 医療の公平性？経済的効果は？小牧先生欠席残念！
④ 語学力が不足しており、パワーポイントで表わされないと理解が難しかった。
⑤ 興味深く聞きました。
⑥ それぞれの思いが話し合われていたと思います。よかったです。
⑦ Good.
⑧ 米国でさえ、資金を得るのは大変だと感じた。日本は？

1-12 今後「がん生涯教育センター」に企画してもらいたいイベントについて
① アメリカのがんについて研究 Program の紹介、説明を企画してもらいたいです。
② Volunter を含めた海外のホスピスケアについて。日本はどうするべきか？
③ 今後も教育プログラムを続けていただきたい。
④ 看護師の立場から又薬剤師の立場からもっと別の職種の立場からの演者の講演を期待します。
⑤ medical care に経済性を考慮導入すべきか？
⑥ チーム医療、がん性疼痛。
⑦ 緩和医療。
⑧ 医療は医学だけではないと思います。看護や他の職種の話も入れてほしいと思います。
⑨ Role of comedical staff in medical Oncology のようなもの。
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