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JR伊東線伊東駅からバス30分
伊豆シャボテン動物公園行き 乗り場⑥番
先原三里または理想郷東口下車
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（博）どうなんですかね？網膜芽細胞腫というのは遺伝子検査でわかるのかわからないんですけど・・・。
（美）これから受けさせようと思っているんですけど。今だったら解析技術が良くなってるよって言われたので、
検査を受けようか迷っているところです。
（横）それは生後、早いうちにそれなりの処置をすれば、普通の生活ができるわけですよね。
（恵）早ければ早いほどいいですね。2，3歳時に見つかっ
た子は、片目摘出、もしくは両目摘出の子が多かったので、
僕くらいの早さでわかると普通の生活をするには何の支
障もありません。物心がついた頃にはそうなんだなという
のは教えられてきたので。聞いたというよりか、小学校に
あがる段階では自分はこういう病気を持っていて周りの人
とは見え方が違うんだぞ、というのは知っていました。
（美）私としては、同じ保育園に数字をスラスラ読める子が何人もいて、本とか自分で読んでるわけですよ。こ
の子こそ、まだ読まんけど、いずれ病院に行った時に「国立がんセンター」っていう看板を読めるようになるん
だろうなって。いつのタイミングでこういうことを話すんだろうねって言っていたら、聖路加の小児科の先生に
出会って「病気はちゃんと受け入れてからでないと向き合えないよ」って教えてもらったので、そうかと思って、
こういう病気があるから東京に行くんだよ。熊本では出来ないんだよって言い続けてきたんです。
（横）お母さんと一緒に行くという事はお母さんのガイドをするんだよね。
（恵）小っちゃい頃から、普通に歩くときは。小学校に入った位からは僕がずっとガイドしていて、今でも買い
物行くときは一緒に行きますし、お母さんを連れていかなくちゃいけないというよりも普通の生活していく。当
たり前の感覚ですね。
（横）良いなあ！羨ましい。ご主人は？
（博）弱視ですが、生まれながら水晶体が濁っていて、眼球自体が変形してたみたいです。確か1歳くらいと3
歳くらいで手術しているんですけど、水晶体取ったんですよ。本も読めるけど、大きなルーペが必要ですね。
（美）自分で読みたい本は、図書館（点訳サービス）とかにお願
いして点字にしてもらって。
（横）
「リフォーライフ in 熊本」に参加されていましたね。
そういうがんの啓発活動とか、自分の経験というのが他の人へ
の啓発になっていくというか、そういう実感とかはあります？繋
がっていく実感とか。
（美）実は、自分が子どもを産んでそういうのに入り始めたと
いうか、
そんな感じなんですよね。

結婚・出産・子育て
（美）最初に、私が小児がんというのを知らずに、ただ目が悪くなって障害者になったことでがん患者という
よりも、普通の視覚障害者として生きてきたので、そういうのは全く考えてなかったんですけど、学生の時、
マッサージとか鍼師の勉強している時にがんの種類の所に私の病気が、同じものが書いてあったので、どう
いうことだと思って調べたら「がんだったんだ！」と思って、そのときは元気になってるからいいなと思ってい
たんですけど、結婚して子どもを生むときに、たまたま夫と私が同じ先生が主治医だったので、
「 結婚しま
す」って言ったんですね。そしたら「子どもは産まないよね？」って言われたんで「どうしてですか？」って言っ
たら「遺伝性の病気だからね、知らなかった？」
「そんなの聞いてません」
「お母さん言わなかったの？」って、
やり取りがあって。知らなかった、教えてくれなかった、
「自分ってなんなんだろう」って少しショックがあっ
た。まぁいいや、結婚はできるみたいだしと思ったんですけど、夫の方も農家の長男なんですね。
「子どもは生
まないの？」
とか言われたりして
「そうなんだけど…」
遺伝性の病気だっていうのはなかなか言えなかった。

仲間がいる
（美）でも、がんセンターとかに行くと、
「子どもが同じ病気になっても治療できるんだよ、今は」って教えてく
れた。
「 私も子ども二人産んだよ」って言う人もいたり。
「 せっかく結婚したんだし子ども一人くらい産んだ
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ら？」って言われて、私も35歳くらいになってきたので割り切って子ども産んだんですけど。やっぱりっていう
ように、子どもも同じ病気になった。
遺伝性の病気だっていうことを知っている母には、私に子どもが出来たことを５ヶ月くらい黙っていたんです
よ。実は、子どもを生むことにしました。って言ったらあっさり「良かったね」って言ってくれたんです。同じ病気
が見つかって「ほら見たことか」って言われるのかなって思ったんですけど、割とみんなが協力してくれた。

普通の学校に通う！
（美）幸いなことに普通小学校、普通中学校、普通高校全部
行けたんですよ。
立場が私と逆になったので、私が普通の学校に行く子どもを育
てる事になったので、
「うーん・・？」と思っていたんですけど。
「がんの子どもを守る会」で出会った人達とか、同じ網膜芽細
胞腫の親の会とかにも入っていたのでそういう事で育てた人
達の話を聞いたりして。
「がんの子どもを守る会」に入っていたことで、熊本の難病支
援センターという所で繋がったんですよね。それから自分の
経験を話したりできるようになって、それまでは「自分の経験ってどうですか？」って聞かれて「いや、なんも
ありません」と言ってたんですが、私の話をずっと聞いてくれた方が「実は私も悪性リンパ腫なの」って言って
下さって、もう亡くなられたんですけど、その人と出会ったときにその活動を一緒にしましょうと始めたんです
よね。
（横）そうやって目の見えない状態で成長して、結婚して、息子がそういう同じ状態になっても、育てられるっ
ていう自信というかどういう感じなんだろう？
（美）私は普通学校に姉とか兄とかが行ったんだけど、私は立ち入った事が無いので、普通学校という所がわ
からないし。今では特別支援学校、以前は盲学校って言われてましたけど、私はそこで寮生活して勉強もして
たので。
色々な特殊な学習の方法があって、それが普通だと思っていたんですけど、実際息子が普通の学校に行くと
「あ、そういう事無いんだ」っていうのが判ったんですよね。盲学校に行きさえすれば彼も私と同じような生き
方ができるんだろうなって思ってたので、そっちの方が私は楽だと思ってました。
学校に授業参観に行ったとき、学校ってバリアフリーじゃなくて、階段を登って降りて登って降りてつまずい
て！で、教室にたどり着いて、子どもがどこに座っているのかわからないのと、どうも授業中に問題が起こった
らしいんだけど、それもわからないし、国語の勉強していたのはわかったんですけど。こんな沢山の似たよう
な姿、格好で勉強しているんだろうと思って。それこそ私が入学した時は、
「手つないで！」って言われて、手を
繋いだんですけど三人しかいなかったので、そういうのが当たり前って思っていたんですね。
何回か行っているうちに、自分の子どもだけを見ようと思うのはやめたんですよ。30人クラスだったら30人の
様子がわかればそれでいいんじゃないかなと思って。
（横）なんか凄いな、その思い切りの良さというのは元々の性格なんですか？
（美）はい、
ハハハ。
「子どもが学校に来るな！って言った時が来て欲しいって時だよ」って、心理カウンセラーの先生が言って、
「そ
うなんだ！じゃあ私、学校に行くにはどうすれば良いのか」ってＰＴＡの役員になったんですよ。何もできない
けど「集まれ」って言われたら一応行って、
「何もできないけど、できることはします」っていう風にしたら「あ、
あいつのお母さんだ」とみんなが言ってくれるようになったので。
（横）弱者と言われたり、障害と言われたり、その分、一歩前に行くとか踏み込んでいかないと暮らして行
けないというか。
（美）それはありますね、だから、ただ授業参観に行って帰るだけだと「松村恵佑くんのお母さんだったかな」
で終わるんですけど、何度も行っていると「あぁ、松村恵佑君のお母さんって、出来るんですね！」って。もちろ
ん、
「歩くことが出来るんですね！」から始まって、そこからアピールしないといけないし、そしたら近所に住んで
いるお母さんたちが「学校に来ることは出来るけど、読むことは出来ないのね」というのは解ってもらったから
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「プリントなんかあったらすぐ読むから持ってきて」とか、同じクラスになった時とかは「こんなプリントきた
よ、出した？」とか言ってくれて、そういう繋がりもできたし、中には、一緒に保護者の食事会に行って「どう説
明すればわからないから」
って、
お母さん方もいらっしゃったけどまぁ、
当然だろうな？
（横）でも「当然だろうな」って思って、それに手当てをしていくというか、相手方のこっちに届いてこないこと
を何かで補わなくちゃいけない。
それっていうのが、
基本的にコミュニケーションになっていく訳？
「またあの人来てる」でよいの
（美）そうですね、そういう場所に行き続けるっていうのがまず大事かなって。
で、行かないと私っていう人をどう扱っていいのかわかってもらえないだろうなって思って。食事会とか集ま
る所は、主人かヘルパーさんと一緒に行くんですけど、横についていなくても「取り分けておいたよ」とか「こ
こに何があるよ」とか教えてたりしてくれて、普通にみん
なと話しができるようになりました。
（横）家事は今どうしてるの？
（美）家事は火事、にならない程度にやってます。ハハ！
（横）ハハハ、きっと、そういう性格なんだろうね。
それが、きっと笑顔がありがとうって書いてあるんです
ね。

結婚、遺伝、出生前診断
（美）自分も、障害があるから子どもを育てられないんじゃないの？という考え方がどっちかというと大きかっ
たんですよね。遺伝するんじゃないの？っていうのは二の次だったので。私が子育てなんてって思っていたと思
うんですよね。
その頃はまだ、外出するにも親や姉達に頼っていて。今の生活を支えてくれているのは自分の家族とヘルパー
さんやボランティアさんとかそういう方たちなんですよね。
（博）うちで生まれる可能性としては、家内の病気が遺伝するか。私自身もですね。私自身の目も父親からの遺
伝なんですよ。自分自身の目も遺伝することもあったから。ただ自分が色々教育を受けてきた中で、視覚障害
者の子どもが産まれてもそれは育てる自信はあったんですよ。
自分達が辿ってきた過程の中で特殊教育を受けてきて、自分達くらいにはなれるっていうのがあったから。
（美）私も、実はその出生前診断のはしりだったんと思ったんですけど、羊水検査を受けることにしたんです
ね。そしたらその羊水検査で流産する可能性が何％って言われたんです。
また、
知って産まない選択も無いと思
うし、
産んでどうするかってことも選べない。
知らないでいいんじゃないって、
結局羊水検査しなかったんです。
（博）出生前診断で思いだしたんですけど、高校の時の同級生が家内と同じで義眼だったんですよね。彼が30
歳過ぎてから結婚してですね、
「今度子どもが生まれるんだけど、遺伝があるかも知れないから、そういう時ど
うしたらいいかな？」って。
「だったら、東京の国立がんセンターの眼科の先生に行っとけば」という話しをし
て、その子が生まれてちゃんと遺伝していて、でもきちんと対応してくれたみたいで、今、両方見えてる元気な
お子さんになってるみたいですね。この目の病気は、早めに対処すればそういう道は開けやすいんですよね。
（美）障害者の立場からすると「え？何言ってるの？産まないの？」っていう怒りもあるんですけど、それが「い
のち」に関わる病気であれば選択肢の中に入れなきゃいけないっていうのも思いますし。
（博）家内の場合が多分そうだったと思うんですよ。その経験があったから、うちの場合は私たちの主治医の
先生が「生まれたらとにかく早く連れておいで。」って
（横）恵佑君が生まれて、知っていたから早期に対応が出来て、逆に、同じ障害を持たない子どもを育てるこ
とになる。それは結構幸せな話かもしれない。
（美）大人になって自分が普通の学校生活をするとは思わなかったです。
患者会などでは、逆にお子さんが大変だった話を聞きたいらしいんですけど。
だから、私が「良かったですね。早期発見」って、言いそうになると「言っちゃ駄目なんだって」って夫が言うんです。
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第2回（全2回）

データ収集と
治療の狭間で苦悩する患者

〜遺伝性乳がん卵巣がん＝HBOC って知っていますか？〜
あかま

よし の り

赤間 孝典 さん

公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 臨床腫瘍センター
認定遺伝カウンセラー
看護師

聞き手 横川 清司

免疫や遺伝医療技術の急進歩で、がんの治療や暮らしに関わる情報の整理が非常に重要な時代に
入ってきました。あまり一般化されていない認定遺伝カウンセラーの赤間孝典さんに現在の遺伝医
療と患者の狭間にある「希望と課題」についてお話を伺いました。前号（８月５日発行）と今号の2回に
分けて掲載しています。
赤間 遺伝性腫瘍の中でも、
かなりの頻度で見つかる遺伝性腫瘍がふたつ。
前号のリンチ症候群と今回の遺伝性乳
がん卵巣がんです。
遺伝性乳がん卵巣がん＝HBOCに対して国は、
サーベランス
（＝注意深く観察する）
の対象としては、
未発症の血縁者
はもちろんＨＢＯＣ患者本人の未発症臓器でさえも医療の対象として対策を進めていただけないまま現在に至ってい
ます。
本来であればがんを早期発見し、
早期にがんを取るなど、
何か対処する方法が確立していない状況では、
この検
査・診断をつける意味が片手落ちですし、
検査を考えている人たちにとって不安ですよね。
家系でHBOCだとわかってい
るのに、
「自由」
診療で対応されることから、
希望しても制度的経済的に薬や治療にたどり着かなかったり、
自費検診
をせずに早期発見できなかったり、
この遺伝子診療のメリットを十分実現できない状況も発生すると、
患者さんやご
家族はがんの診断だけでも辛いのになおさら憤りを感じますよね。
横川 そこから先、
研究だけでなくて、
治療に結びつく道筋を明確にしたいですね。
製薬メーカーにしてもこれに関わ
る新たなビジネスみたいなものとか、
そういったものにはもしかしたらお金を流すかもしれない。
これからのがんの研
究・治療法の確立は、
この世界になっていくのですか。
赤間 何年かかるかわからないですけど、
これからどんどん遺伝子とがんの診断や治療を含めた目指すところが出て
くると思います。
医師と患者を中心としたがんの研究と治療法の開発は、
今後もとても重要です。
多くの医師にもっと臨床遺伝に取り
組んでもらって、
治療法確立とサポートいただきたいと思います。
横川 お医者さんが
「あなた、
遺伝性ですよ」
と言って、
発症していれば治療に進むわけですが、
本人だけでない影響
がある不安とか戸惑いに向き合う相手が必要ですね？
赤間 認定遺伝カウンセラーは、
患者さんの心の揺れ動きに寄り添い、
本人の事だけでない気持ちや、
血縁者の気持
ちの整理のためにも、
治療でなくその辺も力になってくれる存在です。
検査や治療対象者でなくとも、
遺伝については
認定遺伝カウンセラーへは何でも話をしていただきたいですね。
横川 お医者さんに診断を受けて、
治療に結びつかないケースが圧倒的にいますよね。
その人たちはそこから先はど
うするんですか？
赤間 患者さんの治療については、
主治医であれ臨床遺伝専門医であれ医師が責任をもって対応しています。
ただ、
治療にも何にも結び付かない状況はこれまで何十年も日本に起きていた状況であって、
患者さん達は大事なことに気
が付かず、
メディアを含め問題視もされてこない状況だったわけで、
これから先も気付かれない状況が続くかもしれま
せん。
患者、
一般市民、
メディア、
国、
医療者など様々な視点からアクションを起こす必要が今あります。
横川 さっきおっしゃった乳がんのケース。
圧倒的な数というのは例えばどれ位のイメージなんですか。
赤間 がんになっていない人も含め200人から400人が集まっている場所があれば、
1人は遺伝子の変化をお持ちとい
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う状態です。また別の視点で、乳がんの年間新規患者が９万人以上いて、その5～10％位と言われますので、多く見
積もって約4～9千人は毎年遺伝性の可能性があります。遺伝って稀なイメージですけど、がんの遺伝はそうではな
いことがあります。
横川 それは普通の乳がんとして治療しているということなんですか？
赤間 はい。
遺伝性だからといって必ず重症なわけではなく、
そのタイプや診断時期にも影響されて、状態に応じて乳がん
の標準治療をする経過を辿ります。
患者さんも、
がんの診断が
ついて標準治療の流れに乗っていく中で、自分の生活の変化
に対応し、治療に向かう気持ちを維持しながらですから、遺伝
の心配が表面化する余裕もないことが多いかと思います。患
者さんから発言が無ければ、その時はそれで終わることのほ
うが多いと思います。
横川 でも、それは遺伝するわけで、また、卵巣などにも発
症する可能性が高いわけですよね？
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遺伝性乳がん・卵巣がん
遺伝性乳がん・卵巣がんは家系内に乳がん、卵巣がんなどが多発する疾
患であり、BRCA1、BRCA2 という2種類の原因遺伝子が知られています。
特徴としては、次のようなものがあります。
1.40歳未満の若い年齢において乳がんを発症する
2.家系内に複数の乳がん、卵巣がん患者が認められる
3.片方に乳がんを発症後、反対側の乳がんあるいは卵巣がんも発症する場合がある
このような条件を満たす乳がんは、全乳がんの5～10％程度と考えられま
すが、家族歴のある日本人乳がん患者の何％にBRCA1/BRCA2 遺伝子の
変異が認められるのでしょうか。最近の報告を示します。
日本人を対象とする多施設共同研究では、本人が乳がんにかかっていて、
本人を含む第2度近親以内*4の親族に40歳未満で乳がんになった人が
いる場合、両方の乳房にがんができた人や卵巣がんになった人がいる場
合にはBRCA1/BRCA2 遺伝子変異の陽性率は38～46％でした。

このような講演会が全国で
開かれています。

しかし、遺伝子が父方から受け継がれている場合や女性の血縁者が少ない場合などには家族歴がはっきりしないこと
もありますので、遺伝的リスクの正確な評価についてはがんの遺伝カウンセリングを受けられることをお勧めします。
表２

遺伝子検査は、自費診療として一部の施設で行われてい
ますが、十分な遺伝カウンセリングに基づいて提供され
BRCA1/2遺伝子の
るべきものです。また、BRCA1/BCRA2遺伝子変異でも、
変異陽性率
臨床的な意義が不明（発症リスクとの関連が不明）なも
12/26名(46.1％)
日本人特有の変異がある可能性や、環境要因
22/96名(22.9％) のもあり、
などの違いにより実際の発症リスクが異なる可能性も
14/29名(48.2％)
20/93名(21.5％) 指摘されています。
男性では乳がん
23/60名(38.3％) これらBRCA 遺伝子変異が陽性の場合、
11/62名(17.7％) のほか、
前立腺がんになるリスクも高いといわれています。

乳がん発症者の家族歴とBRCA1/BRCA2 遺伝子変異の関係

家族歴の特徴
家族歴

赤間 遺伝性の人もいて、
さらにその中で発症する人も中にはいるという状況です。
調べてみないと遺伝性かどうかわか
らないですし、
さらに発症するかどううかはわからないです。
遺伝カウンセリングでは、
確率の話をすることになります。
横川 治療に結びつけば、遺伝性を知らない方がいいということもありますか？
赤間 薬剤選択も含め、遺伝性を知ることで治療に結びつく診療が、やっと一部の患者さんに保険診療にもなってき
た時代です。治療選択のために、遺伝性を知って進むという順番が増える時代です。薬や治療にたどり着けた患者さ
んにとって、嬉しいことだと思います。自分だけでなく、大切な血縁者の命に直結するわけで、知らない方がデメリッ
トと捉える人も多いように感じます。ただ、遺伝の話は命の話だけでなく、人それぞれの生活や成長のバランスがあり
ます。患者さんが遺伝を知る機会は増えますが、それ以降、遺伝の話をどこまで広めるかは患者さん自身で選択する
ことができるので、その狭間でジレンマを感じる人も多いです。
横川 乳がんになると基本的に遺伝性もあるよということは知識として持っていますか？
赤間 皆さん、結構調べて知っておられる人が多い印象です。そこで遺伝性だった場合、子ども達が何をすればいい
のかとか深い知識を得られてない状態がほとんどですが。アンジェリーナ・ジョリーさんのニュースを知っている方も
多いですが、娘たちも診断がつけば切らないといけないのかと単純ににくっつけて考えてしまう場合、怖くて逆に遺伝
の相談をできない人もおられると思います。
横川 なかなかハードルが高いですね。どちらにいっても。
赤間 遺伝性のがんというのは、転移とか再発の話とは別の新たながんについて、将来予測性からくる不安を生じさ
せます。例えば乳がんの患者会のなかにいても、卵巣がんや膵臓がんの将来の発症が心配という話は出しにくいん
じゃないでしょうか。遺伝性乳がん卵巣がん症候群の会の中だからこそ、そういった共感を見出す人もいますね。
他に、普遍性という特徴もあります。遺伝子は生まれてからずっと変わらないものなのです。自分でコントロールした
り、頑張りでどうにかなるものではないという無力感を感じることがありますね。現在の医学で100％がんにならない
方法はなく、多くの遺伝子検査やサーベイランスも自由診療なので、自分にとって好ましい状況に変えられない運命
なら、遺伝子検査しないという価値観をもつ人達も多くいると思います。
また、遺伝性には共有性という特徴があります。その子どもですとか孫、親、いとこ、両家系のいとこ、そこまで含ん
で、自分の診断をつけるということで、今は何でもない大事な子どもとか、あまり関わったことのないいとこにまで波
及して影響のある検査に責任の重さを感じることがあったりします。
遺伝性には大きく3つの特徴がありますけど、認定遺伝カウンセラーは治療ではなくて、そういったところで心が揺れ
ている人に寄り添って力になってくれるんですよ。
横川 今の共有性のところで、いとこも含めてという話になると自分から言葉にして出すタイミングって、どういう状
況になれば声に出していけるようになるんだろう？
赤間 そこは答えがない感じですね。たまたま集まりがあるような時とかに、病気の話題になってそこで話すタイミ
ングがたまたまあったとか、何かのきっかけがないと言いにくいという人の方が多いと思います。ただタイミングの他
にも重要なことはいくつかあって、例えば家族によっては、いとこでも「心の繋がりが強い」場合には救わなきゃと強
い気持ちを生じてお話しされたりしますので、ケースバイケースですね。
横川 しかし、自分の病気や状態に納得すると自分のためだけでなく、例えば娘のためと考えた時に強くなれるよう
な気もしますけどね。
赤間 そうですね。私も、そういった方はとても多いという印象を持っています。早期発見の大事さがわかったからこ
そそれを大切な人に、後世の人に、やはり皆に自分の経験を知ってもらいたいという遺伝性の方も結構います。逆に
たまたま検診で見つかって、遺伝性と診断がついたけれども上手く治ることで、今の医学はすごく進歩しているから

大丈夫だろうみたいなことで、子どもたちはなった時はなった時で何とかなるからその時考えればいいか。そういった
方もおられますから、個々の状態と価値観が影響しますね。
横川 確かに、
医療は日進月歩なので、
自分の子どもの代になったら新しい医療が始まっている可能性もありますね。
赤間 遺伝性とわかると、病気によっては予防的に切るという選択肢が効果が高いといわれる病気もあります。医療
が進歩していくと、
こういった治療法も変わる可能性があります。
患者さんがどのような選択をしても、
その一時点では
良いも悪いもなく、医療者としてはその選択をお支えします。ただ、経過をみると人の心は変わることだってあります。
その時もう一度相談しても、選択を変えてもいいんです。遺伝子がすべてを決めるのではなく、生き方は自分で決める
ものですから。
今回認定遺伝カウンセラーを知った人には、
そういう専門の医療者に相談することもお勧めします。

第2度近親以内に
40才未満の乳がん

あり
なし

第2度近親以内と従姉妹に あり
なし
40才未満の乳がん
第2度近親以内に両側性
乳がんあるいは卵巣がん

あり
なし

米国ではBRCA1/BRCA2 の遺伝子検査が普及しており、変異陽性者に対しては、これらのがんの検診に加えて、薬
による予防や、乳腺や卵巣・卵管の予防的切除が行われる場合もあります。
一方、わが国では、現時点で健康な（未発症の）乳房を切除することについて統一された指針はなく、乳がん発症の
予防を目的とする健康な乳房の切除は保険給付の対象とはなっていません（2013年5月15日追記）。乳がんの再発予
防を目的とした卵巣切除術について、日本でも外科的内分泌療法として以前は実施されていましたが、1981年に抗
エストロゲン剤であるタモキシフェンが保険承認されてからは、薬物療法が主体となっています。欧米の研究では、
どちらの治療もBRCA1/2 が関与する対側乳がん発症の予防に有用であることが報告されています。予防的卵巣卵
管切除術は卵巣がんの発症を予防する効果も期待されますが、術後に腹膜がんを発症するケースもあることが報告
されています。卵巣がん発症の予防について、その他に経口避妊薬の服用が有用であったとする報告もあります。未
発症者に対するタモキシフェン投与あるいは予防的卵巣卵管切除術は保険給付の対象とはなっていません
効果も期待されますが、術後に腹膜がんを発症するケースもあることが報告されています。卵巣がん発症の予防に
ついて、その他に経口避妊薬の服用が有用であったとする報告もあります。未発症者に対するタモキシフェン投与あ
るいは予防的卵巣卵管切除術は保険給付の対象とはなっていません（2013年5月21日追記）。
*4 第2度近親内とは、あなたから見た場合にきょうだい、父母から祖父母、おじ、おば、
孫までの範囲の血縁者を指します。
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「個性」だからって、遺伝する病を
「個性」では受け入れられない！
1970年生まれ 49歳 看護師
MEN1 (多発性内分泌腺腫症)
弟が医師から「個性」だからって言われたとすっかり落ち込んでしまって。。。
確かに遺伝子を引き継いでいるんだから、自分自身にしっかり組み込まれているんだけど
それって、他人の医師から言われたくないですよ！

遺伝性については 私の発症の機会にみんな分かったんだけど、面と向かって、あえて話題には
しない。母を責めるといってもその前があるんだから責められないし、責めちゃいけない。
今年に入って、乳がん再発。
乳がん、11年目。ショックでした。MENとは関係ないと遺伝カウンセラーは言うけど。遺伝が関係
なくてもがんはショック。半分、もうダメだと思ったし、毎回思ってきた。もうおまけの人生と諦め
でなくて決断。仕事はするけど家事はしないと宣言しました！
今は、娘のために必死に働いています。娘たちの自立基盤を整えると決めたんです。家事をしな
い代わりに、患者会などにも参加する時間を確保した。
遺伝するって、自分だけでなく娘や孫にもと思うと本当に切ない。
結婚する前だったら結婚しない。自分で終わらせる！って、今は思う。

娘たちは、１８歳の時に遺伝子検査をした。もう、結果は出ているはずだけど、結果を知るのが怖
いと言うので、１２月に行った時に聞いてきて！と言われている。
病院から連絡がないから、きっと大丈夫かな？

胃潰瘍があったんですね。
３６歳の時。当時のノートを拾ってみたら、ずーっと、胃が痛かったんです。
病院行って、胃カメラをして腫瘍が見つかったんです。
近所のクリニックで、自分としては、これまで胃潰瘍とか繰り返してたんで「また、同じだなぁ」と
思っていたんです。いつもは、入院して、絶食してよくなったら退院なんだけど、この時は、なぜかい
ろんな検査をするんですよ。CT、MRI、造影、エコーと全身の検査が始まったんですよ。
「 おかしい
なぁって？」
最終的な説明では、十二指腸潰瘍、そして膵臓、副甲状腺に腫瘍がある。肝臓にも転移しているっ
て聞いたんですね。
そして、血液検査でカルシウム値が高い！と言われたんです！
これまでは、地元のクリニックで見て貰っていたけど、見逃していたっていうんですかね？
この時、医大から専門の先生が来ていたので、気づいたんだと思うんです。
今なら分かるけど、完全に条件を満たしているんですよ、MEN（多発性内分泌腫瘍症）の。
私の診断がきっかけで、母や兄弟も遺伝子検査を受けて、
母も弟も、事あるごとに胃潰瘍ができたりして、家族みんなで、体質なんだね！って、言っていたの
が、はっきりした。

再び勉強をする。自分の病気を知る！
結婚して出産、子育て。ちょうど、そろそろ看護師を再開するかなと、考え始めていた時で、リハビ
リ的にパートの看護師を近所でしようという矢先だった。
そっからなんですよ！また、勉強し始めたというか、やり直した！
副甲状腺機能亢進症というのは、血中高カルシウムと、低リン化が症状なんです。
血液内にカルシウムを骨から取り込むために骨粗鬆症とか、胃酸の分泌が上がって胃や十二指
腸の潰瘍を起こす。なるほど、今までは全部これだったんだって。様々なホルモンの分泌に関わ
るので、人間の機能の中枢がガタガタになってしまう。
ただ、母とか親の世代、医学的興味を持たない弟はちんぷんかんぷん。
そう言えば、母は私が小学生の頃、胃や十二指腸潰瘍を繰り返していて、入院ばかりで家事一切
を父がして、学校行事に母は来たことないかな？！はっきり覚えていないけど。
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