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NPO法人 がん情報局

平成28年活動報告会

NPO法人 がん情報局

事務局長 森 玄

morigen@ganjoho.org

2016年 11月 25日 皆様のご支援に深く感謝いたします。
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スライド3枚目 / 63枚

自己紹介

 2003年より、がん診療に従事

 2007年がん情報局設立時より事務局長

 2014年 9月練馬光が丘病院薬剤室着任

 化学療法委員会、DI、外科病棟の担当

スライド4枚目 / 63枚

スライド5枚目 / 63枚 スライド6枚目 / 63枚
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スライド7枚目 / 63枚

配布物の確認

平成28年活動報告会_式次第

平成27年度_事業報告書

平成28年度_事業計画書

平成27年度決算書・収支、28年度予算書

活動実績

渡辺先生講演スライド
スライド8枚目 / 63枚

がん情報局の主な活動

 情報提供事業

 教育事業

スライド9枚目 / 63枚

がん情報局の主な活動

 情報提供事業

» 乳がん市民公開講座

» 浜松オンコロジーフォーラム

» 活動報告会

スライド10枚目 / 63枚

乳がん市民公開講座

第21回

基調講演とQ&A

スマホで受付

送付先：122件

協賛表示

スライド11枚目 / 63枚



2017/10/1

3

スライド13枚目 / 63枚 スライド14枚目 / 63枚

スライド15枚目 / 63枚 スライド16枚目 / 63枚

質問例

スライド17枚目 / 63枚

25. 抗がん剤治療について

• 1人暮らしで、抗がん剤を受けることは、可能なのだろうか。

• ステージⅢBで、抗がん剤をうけて、副作用がつらいから、途中でやめたい

ということはありなのか？途中でやめるということはどういうことなのか？

• また、この場合の抗がん剤は、転移を予防する為の抗がん剤ととらえればよ

いのか？1回の抗がん剤治療とは、どのくらいの期間、どのくらいの頻度で、

どのくらいの時間がかかり、通院するのか。

• 腫瘍部分が皮膚を破って、でてくることはあるのか？そういった場合、出血

は多量になるのか？痛みがひどい場合はどうしたらよいのか。腫瘍部分がい

たむということは、どういうことなのか。

• 拙い質問ばかりですみませんが、よろしくお願い致します。

18
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A 25〔1〕. 抗がん剤治療について

1人暮らしで、抗がん剤を受けることは、可能なのだろうか。

可能です。

ステージIIIBで抗がん剤の副作用がつらいから途中でやめたいということはありなのか？

そういう場合もあります。

途中でやめるということはどういうことなのか？

少し休んで別の抗がん剤を使う場合もあります。

また、この場合の抗がん剤は転移を予防する為の抗がん剤ととらえればよいのか？

治癒も目指していいと思いますが、症状予防、延命は達成できます。

1回の抗がん剤治療とはどのくらいの期間、頻度、時間がかかりますか。

さまざま、いろいろ、多種多様です。

腫瘍部分が皮膚を破って、でてくることはあるのか？

そういうこともあります。

19

A 25〔1〕 抗がん剤治療について

そういった場合、出血は多量になるのか？

出血したら圧迫で止まります。出血多量になったことはありません。

痛みがひどい場合はどうしたらよいのか？

効果的な抗がん剤（ホルモン剤、抗HER2治療）、放射線照射や、
痛み止めで痛みを無くします。

腫瘍部分がいたむということは、どういうことなのか？

がんにより正常組織が破壊され痛覚が刺激されること、
神経にがんが浸潤すること、肝臓皮膜、腹膜、胸膜、等にがんが及ぶこと

拙い質問ばかりですみませんがよろしくお願い致します。

答えになりましたでしょうか？
「案ずるより産むが易し」だと思いますけど。 20

スライド21枚目 / 63枚

浜松オンコロジーフォーラム

スライド22枚目 / 63枚

スライド23枚目 / 63枚 スライド24枚目 / 63枚
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スライド25枚目 / 63枚

活動報告会

スライド26枚目 / 63枚

スライド27枚目 / 63枚

がん情報局の主な活動

情報提供事業

教育事業

スライド28枚目 / 63枚

がん情報局の主な活動

教育事業

» 中部乳がん会議

» がん看護フォーラム21

» 乳がん合同検討会

» 遠隔地多地点webカンファレンス

スライド29枚目 / 63枚

中部乳がん会議

スライド30枚目 / 63枚



2017/10/1

6

スライド31枚目 / 63枚 スライド32枚目 / 63枚

スライド33枚目 / 63枚 スライド34枚目 / 63枚

12th Chubu Breast 
Cancer Meeting

Team C
山下奈真
高橋侑子
寺田満雄

2016.2.27

SLNB マクロ転移症例に対し
腋窩郭清省略は妥当である

 Patients
45歳 閉経後 cT: 2.6cm sN:0
p/s Rt Bp+SLNB(2/2) macrometa+
ER90% PR90% HER2(1+)  Ki67 25%

 Exposure
腋窩郭清省略

 Comparison
腋窩郭清追加

 Outcome
OS、QOL改善

Clinical Questions

1. SN＋に対するALND省略の
OSに対するエビデンスは？

2. ALND省略によるQOLは？

3. ALND省略後の局所再発は？

目の前の患者の問題の定型化 PECO
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C1
センチネルリンパ節にマクロ転移(>2mm)を認めた場
合、適切な基準にもとづいて腋窩リンパ節郭清省略を
考慮してもよい。

日本乳癌学会 乳癌診療ガイドライン2015年

センチネルリンパ節生検と腋窩リンパ節郭清

NCCNガイドライン Ver1 2016

AMAROS

T1-2N0 センチネルリンパ節転移陽性1425例
腋窩照射 VS 腋窩郭清

全生存率、無病再発率
ともに差がない

まとめ

Patients
45歳 閉経後 cT: 2.6cm sN:0

Rt Bp+SLNB(2/2)

macrometa+

ER90% PR90% HER2(1+)  

Ki67 25%

腋窩郭清省略

NAC後ycN0症例の
SLNBは安全に行えるか？
SLNBによるALND省略は妥当か？

Clinical Question

NAC後のSLNBの安全性は不明
→NAC後ycN0症例の標準治療はALND

標準治療

NAC後ycN0症例
（NAC前のnodal statusは問わない）

対象

NAC後
ycN0
Bp＋SLNB
1-2positive nodes
RT

R

ALND

RT
Primary endpoint: OS
Secondary endpoint: DFS, QOL

OOB-NEO
Safety of ALND omission 
for the patients with SLNB after NAC

スライド42枚目 / 63枚

がん看護フォーラム21
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スライド43枚目 / 63枚 スライド44枚目 / 63枚

スライド45枚目 / 63枚 スライド46枚目 / 63枚

スライド47枚目 / 63枚 スライド48枚目 / 63枚
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スライド56枚目 / 63枚

スライド57枚目 / 63枚

御清聴
ありがとう

ございました。

スライド59枚目 / 63枚

終わりに

「がん情報局」は、がんに対する情報を

集め、検証や整理を行い、多くの人が理

解して活用できる情報を提供することに

よって、世の中にある「がん」に対する

誤解や不安を解消し、適切ながん治療を

行えるように事業を行っております。

スライド60枚目 / 63枚

これからもNPO法人 がん情報局の活動に

ご理解、ご協力、ご支援のほど

どうぞよろしくお願い申し上げます。


