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がん治療 

～みんなはどうしてる？～ 
 

 

 

 

 

 

がん安心 
ハンドブック 

付録 

 



「がん相談支援センター」はご存じですか？ 
 

がん相談支援センターは、皆様のがんに関するさまざまな相談・ここ

ろの悩みに、誰でも無料でご利用いただける「がんの相談窓口」です。 

患者サロン「きねの」や AYA 世代サロン「ゆるっと話そう会」、 

「お仕事の悩み相談会」「ウイッグの相談（試着）」もしています。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

◆相 談 日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

◆時 間 8:30～17:00 

◆相談対象 どなたでも 

（当院を受診していなくても相談ができます） 

◆利用方法 面談・電話による相談 

◆相 談 料 無料 

 

★秘密厳守です。 

相談された内容がご本人の了解なしに、担当医をはじめ、 

他の方に伝わることはありません。 

匿名で相談することもできます。 

 

 

まさか 

自分が… 

 

 

 
これから 

どうしよう… 

どこに相談 

すれば 

いいのか… 仕事は 

どうしよう… 

福井県立病院 がん相談支援センター 

TEL 0776-54-5151（代表） 
※お電話の際には、「がん相談」とお伝えください。 

ご相談・お申込み 

お問い合わせ等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

参加費無料 

 

産業保健総合支援センター 

両立支援促進員（社会保険労務士） 

による相談会 
 

ハローワーク福井 

就職支援ナビゲーターによる相談会 
 

時間：10:00～13:00 

    お一人６０分以内(予約優先) 

※空きがあれば当日受付可 

対象：働きながら当院で診療を受けて 

いる患者さん 

内容：治療と仕事を両立するための 

相談 

  

時間：1４:３0～1５:３0 

お一人 30分程度（完全予約制） 

※1週間前までに予約が必要 

対象：仕事を探している患者さん 
（離職、在職問わず） 

内容：求人情報をもとに相談 

 

     
 

 

２０２２年度  毎月第１火曜日 開催 

場所：福井県立病院 がん相談支援センター 

または オンライン相談 

 

※お申し込みは、がん相談支援センターに ご連絡をしていただくか、 

上記QRコードもしくは URLから、手続きをお願いいたします。 

申込み用  

QRコード 
 

 
 

https://forms.office.c
om/r/c481RT49jq 

 

治療と仕事を両立するため 

https://forms.office.com/r/c481RT49jq
https://forms.office.com/r/c481RT49jq


講座（学び）・交流会  

 

～患者サロン『きねの』～ 
「きねの」は嶺北地方の方言で、「お越しください」という 

意味です。お気軽にご参加ください。 
 
※講座や講師が変更する場合があります。まずはお問い合わせください。 

 

 

 

 

日程 テーマ 講師 

10/13 がんロコモと体力アップ 
リハビリテーション室 

小澤純一氏 

11/10 ○新 病院がプラネタリウム 協力 一般社団法人 星つむぎの村 

12/8 がんロコモと体力アップ 
リハビリテーション室 

小澤純一氏 

12/22 ○新 ハンドマッサージ 
～癒しのプレゼント～ 

野本千織看護師 

清水陽子看護師 

   

3/24 笑いヨガ 福井つながろう会 齋藤穂積氏 

 

 

 

  

10/27 
抗がん剤の副作用と 

役立つケア情報 

がん専門薬剤師 

白崎由貴氏 

1/12 医師の話（仮） 未  定 

2/9 治療・療養生活に関わるお金の話 
両立支援促進員（社会保険労務士） 

河合 安子氏 

3/9 ○新 災害が起きた時の行動は？ 特定非営利活動法人 災害看護研究所 

理事 花房 八智代氏 

 

     ○新：今年度新しく開催する講座です。 

9/25 
（日） 

○新 ピンクリボン freiends 

乳がん患者さん対象 
がん看護専門看護師     

      中野妃佐惠氏 

体験型（からだを動かす等）・交流会 場所：本棟 ３階 講堂 

日時 

2022 年度 ＜9 月～3 月分＞ 

月 1～2回 木曜日 13時 30分～14時 30分 

Web と集合形式の

両方で開催します https://forms

.office.com/r/

frQjdZZCih 

申込み用QRコード 

場所：本棟 ３階 多目的室１、２ 

場所：本棟 ３階 多目的室１ 

場所：本棟 ３階 多目的室１ 

https://forms.office.com/r/frQjdZZCih
https://forms.office.com/r/frQjdZZCih
https://forms.office.com/r/frQjdZZCih


 
 
 
 
 
 
 
 
福井県立病院では、2018 年より AYA(アヤ)世代のがん患者 

さんを対象にしたサロンを開催しています。 

 病気や治療費のこと、仕事や恋愛、結婚など、他の人は 

どうしてる？どう考えてる？など、若いがん患者さんなら 

ではの「あるある話」を一緒にしてみませんか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ご家族・ご友人も参加できます。 

日程 時間 場所 

5/26（木） 
   13：30～14：30 本棟 3階 多目的室 1 

または オンライン 
11/24（木） 

   18：30～19：30 

   

 

ご予約が必要です（定員 10名） 
 
 ※急な予定変更に備え、予約時に連絡先をお伺いしています。 

 
 

体調管理の上、マスク着用、手洗い、 

アルコール手指消毒剤による手指衛生などの 

ご協力をお願いいたします。 
※3密にならないよう配慮して開催いたします。 

 

 

 

AYA世代サロン  

「ゆるっと話そう会」 
 

https://forms.office.

com/r/K76q0ZY21N 

 

 

アヤ 

「きねの」 
AYA世代サロン 
参加ご希望の方 

 

AYA 世代とは 
 Adolescent and Young Adult（思春期・若年成人）の頭文字を
とったもので、15 歳以上 40歳未満の世代を指しています。 
治療終了後や小児がん経験者も含みます。 

申込み用 

QRコード 

 

2022 年度 おおよそ 15 歳～40 歳前後の 
がんを経験した方 

交流会・講座（学び）  

開催しました。 

R5.5月に開催予定 

https://forms.office.com/r/K76q0ZY21N
https://forms.office.com/r/K76q0ZY21N


がんの不安や心配ごとがあったとき、 

がんの体験者はどうしたのか、 

がん相談支援センターをご利用の皆様にお聞きしました。 

（原文のまま掲載しています） 

 

 

心に響いた言葉 

・「当院は QOL（生活の質）を大切に考えています」 

（肉腫がん 50代 男性） 

 
・大丈夫ですよ、が勇気をもらえた。   （前立腺がん 60代 男性） 

 

・70 代前後は何が有ってもおかしくない時期、と言われた。 
（前立腺がん 70代 男性） 

 

・先生、看護師さんの普通に話をきいてくださることのすべてが響きま 
した。                 （肝臓がん 70代 男性） 

 

・3 か月ほどの通院で治るからね、がんばろうねと先生や看護師さんの 
励みの言葉を信じてがんばることが出来ました。 

（肝臓がん 70代 男性） 

 
・それぞれに生きている時間は決まっている、泣いていてはもったいな 

い。                   （肺がん 90代 男性） 

 
・頑張って治療しましょう！         （肺がん 60代 男性） 

 

・主治医から頂いた「見通しは明るい」という言葉は毎日の自分の支え 
（舌がん 30代 男性） 

 

・「まあ、なんとかなると思いますよ」みたいな悲壮感のない言葉。 
（歯肉がん 40代 男性） 

 

・私「再発したらどうしよう」 
→夫「またウイッグつければいいやん！」  （乳がん 50代 女性） 

これから、治療をされる皆様へ 
 



・子供達に病気の事を言った時に「お母さんは大丈夫。病気に勝つ」と 
言われた言葉が響きました。子供達に感謝です。 

（神経内分泌腫瘍 50代 女性） 

 
・ネットでみつけたガン体験者のことば 

「おっぱいひとつ失くしたところで、私の女らしさはこれっぽっちも失 

われない」                （乳がん 50代 女性） 
 

・Why？より How？ 

 めいっぱい落ち込んだ後は、どうして、どうしてと後ろ向きになるけ 

れど、これからどうしようかと前を向いて。 （乳がん 50代 女性） 

 

・スタッフの皆さまにたくさんの声かけをいただき安心して治療できて 
います。感謝しています。      （悪性リンパ腫 60代 女性） 

 

・ガンの治療で不安だったが、看護師さんが明るく、お話も面白かった 
ので、長い治療も乗り越えられた。     （乳がん 40代 女性） 

 

 
 

 

がんの告知 

・耳をうたがった。その後ボーっとして涙した。（乳がん 50代 女性） 
 

・40 の時に、肺に腫瘍があると言われてショックでした。 

手術で悪い部分を取ったので「大丈夫」ですと先生に言われたときは 
ほっとしました。         （神経内分泌腫瘍 50代 女性） 

 

・ショックではあったが、高リスク項目にいくつか当てはまっていたの 
で、やっぱりという気持ちもあった。    （乳がん 50代 女性） 

 

・告知を受けて、治療に入ってからも、自分の事だが他人事のような気 
持ちだったが、手術の日、こわくて悲しくて泣いてしまった。 

（乳がん 40代 女性） 

 
・仕事が休めるぞ！！と少しニヤついてしまいました。 

（仕事も大スキですが…）                （女性） 

 



・看護師だが、子宮頸がんについてネットで調べた。 
前がん段階で治療できる病気で予後が良いと分かってはいるが、子供が 

1 歳半くらいだったので、私がもし死んでしまったら子供はどうなるん 

だろうと漠然と考えて不安になった。手術して治るのであれば、早く手 
術して終わらせたい（だらだらと不安な時間を過ごしたくない）と思っ 

た。 

2 人目妊娠できるかが心配だった。一人目も切迫で 28 週からＭＦＩＣ 
Ｕに入院したりしていたので、円錐切除することによって、頚管長がさ 

らに短くなるので、二人目が妊娠できない、流産のリスクがあるのでは 

ないかと不安になった。          （子宮頸がん 40代 女性） 

 

 

 

治療の経緯 

・一人目出産後（1歳半頃）に市の無料検診が 8月あったので、検査し 

たところ異常（中等度異形成）が見つかった。二次健診を 9月中旬受 

けて、やはり異常（高度異形成）だった。健診担当医には「3 か月以 
内くらいで手術した方がいいんじゃない？」と言われ、そこから、婦 

人科医師（出産担当と同じ医師）に手術を依頼し、10 月に手術（円錐 

切除術）してもらった。がんが見つかってから 2か月ちょっとで手術 
に繋がった。 

（余談ですが。二次健診医師に検査をしてもらい、手術の執刀医の医 

師には手術当日まで手術部位を診てもらっていなかったので、そこが 
心配でした。執刀医には「思ってたよりも広がってたから、広めに切 

ったわ」と術後に言われました。）    （子宮頸がん 40代 女性） 

 
 

 

手術 

・帝王切開を 2 度経験しているが、それに比べると回復も早く傷の痛み 
も少なかった。              （乳がん 50代 女性） 

 

 
 

 

 

 

 



入院中 

・手術で入院中、看護師さんも他のスタッフの方もみなさん明るくやさ 
しく接してくれた。食欲がないのも心配してくれ、食べれるようにな 

ると、よろこんでくれた。         （乳がん 40代 女性） 

 
・3 泊 4日くらいだったと思います。    （子宮頸がん 40代 女性） 

 

 
 

抗がん剤治療 ＆ 副作用 

・死にたいぐらいつらかった。 

髪の毛が数日で全部抜け涙した。（乳がん 50代 女性） 
 

・これから始まるので副作用が心配。  

      （乳がん 50代 女性） 
 

・副作用は、体調と一緒だと思えば辛くない。 

最初の時は慣れていないため、辛かったです。（乳がん 40 代 女性） 
 

・一つ目の抗がん剤中は、食欲がなくなり、おすしやすっぱい物が食べ 

たくなった。二つ目パクリタキセルの時は、食欲が増し、治療前より 
ふとってしまった。            （乳がん 40代 女性） 

 

・抗ガン剤をしだして物忘れが多くなった。年のせいだと思ったが、 
スタッフの人に相談すると、よくある事と知り、自分だけでないと 

安心した。                （乳がん 40代 女性） 

 
・痒みに苦しい思いをした。      （悪性リンパ腫 60代 女性） 

 

・抗がん剤治療や放射線治療は、しないと病気が早く進むので、少しで
もがんが小さくなる治療をしてほしい。   （肺腺がん 50代 女性） 

 
・ウイッグが治療するうえで必要だった。 

   （乳がん 50代 女性） 

 

 

 

 



放射線治療 

・皮膚が黒くなりカサついた。 
（乳がん 50代 女性） 

陽子線治療 

 

 
 

 

 

 

・以前から陽子線治療については知っていた。 

初めはどんな治療か不安もあったが、治療が始まってからは不安は消 
えた。                 （食道がん 70代 男性） 

 

・新聞の記事を読んでセカンドオピニオン制度で福井県立病院を紹介さ 
れた。 

日本人は原子爆弾のことから、放射線に対するイメージを悪く持って 

いる人が多いが、これをもっと多くの人に害が少ないことを PR すべき 
である。                （食道がん 70代 男性） 

 

・治療中、しばりつけられている時、少し不安感があった。 
      ↓ 

※ピンポイントで腫瘍に陽子線照射をするため、 

固定具で身体を支え、照射場所がずれないようにしています。 
 

 思っていた以上に副作用がひどかった（むくみ、痛み）。 

 外科手術で患部を切除する前に、自分で陽子線を検討した方がいい。
（外科医は教えてくれないため）      （肉腫がん 50代 男性） 

 

・他の医療機関の紹介で治療を決めた。痛くない、楽でした。 
（滑膜肉腫がん 80代 男性） 

 

・思ったよりツラカッタ。治療後の注意事項を知っているとよい。 
（前立腺がん 70代 男性） 

 

・簡単にすんだ。            （前立腺がん 70代 男性） 
 

 
 

『がん安心ハンドブック』 
P19-20「陽子線治療」をご参考にしてください。 

がんの場所により「公的医療保険適用」または「先進医療」になり、 

支払う金額が変わります。詳しくは 0776-57-2981 にお問合せください。 
 



・新聞の記事で知った。37回は辛いと治療中に感じたが、生活に支障が 
無く良かった。            （前立腺がん 70代 男性） 

 

・知り合いに聞いて知った。先生や看護師さんがやさしかった。 
治療が終わりちょっと安心しました。  （前立腺がん 70代 男性） 

 

・前立腺がんのパンフレットで知った。 
 最初は体に負担がないので、治療している実感がわかなかった。 

本当にこの治療を選んで良かったと思います。 

（前立腺がん 60代 男性） 

 

・他院にて説明を受ける。苦痛が無く治療が終わったように感じない。 

（前立腺がん 70代 男性） 
 

・前立腺摘出の必要がなく、尿もれの心配がない。平成 30年 4 月から社 

会保険が適用されることになった。 
 治療中に膀胱が固くなりはじめ、尿をためて治療を受けることが辛く 

なってきた。治療回数を 37回としたが、1 回の放射線量が少なくて良 

かった。治療後の経過（便秘がちになる）を、担当の先生からよく聞 
いた方が良い。トイレの回数が多くなるので、季節的に暖かい時期が 

良い。                （前立腺がん 60代 男性） 

 
・ネット検索で知った。治療中は、不安  安心、簡単、安楽。 

治療後は、安心、簡単、安楽。     （前立腺がん 80代 男性） 

 
・息子のすすめで治療を決めた。楽で良かった。普通の生活ができ非常 

に良かった。             （前立腺がん 70代 男性） 

 
・インターネット、本で知りました。 

 親切に対応して頂きました。最初は不安でしたが、安心して治療が出 

来ました。              （前立腺がん 60代 男性） 
 

・スマホ検索にて知った。通院治療が良いと思った。治療が毎日あるの 

は少し、つらかった。         （前立腺がん 60代 男性） 
 

・友人が陽子線治療をした。 

 尿をためるのがむずかしい。通院がたいへんだった（嶺南）。治療を終 
わって、これで治ったのかなと思った。 （前立腺がん 60代 男性） 

⇄ 



・食道がんの治療を受ける際に、一度、検討した。 
（前立腺がん 70代 男性） 

 

・体調に変化は無かったが、尿の調整に苦労した。治療が終わってほっ 
とした。               （前立腺がん 70代 男性） 

 

・治療を終えて、安心感を感じた。     （肝臓がん 70代 男性） 
 

・主治医のすすめで知った。        （肝臓がん 80代 男性） 

 

・いろんな情報を得て陽子線が自分には良いと思い、決めました。 

 思ったより何の苦痛もなく終えることができました。病気への不安が 

今はなくなりました。          （肝臓がん 70代 男性） 

 
・体に負担がかからない。30分ほどで終わって戻ってくる。 

（肝臓がん 70代 男性） 

 
・体に無理がかからないと、息子から紹介されました。 

 痛くも痒いもなくとても楽に感じました。治療が短時間で終了し広い 

建物の中で快適でした。          （肺がん 90代 女性） 
 

・楽で、仕事をしながらでも治療ができるので大変よい。 

してよかった。              （肺がん 60代 男性） 
 

・メスを入れるのがいやだったから、陽子線治療を選んだ。 

治療中は、スタッフのやさしさを感じた。  （肺がん 70代 男性） 
 

・手術を避けたかったから調べた。 

 治療中は、不安ではあるが我慢できた。 
切除手術を選択しなくて良かった。  （右副鼻腔がん 50代 女性） 

 

・苦しい状況でも先生方とのコミュニケーションが大切。話をしないと 
わからないことがたくさんある。 

 副作用が落ち着くまでは苦しいこともある。でも、日常生活が問題な 

く過ごせることを思うと、この治療を受けて良かったと思う。 
（舌がん 30代 男性） 

 

 



・可能な限り舌を残したいと思ったから。局所制御率が手術と同等であ 
ることも魅力的だった。          （舌がん 30代 男性） 

 

・インターネット、副作用の少なさ、で決めた。 
 専用のマスクの圧迫感が辛かった。喉の痛みが強く、苦痛だった。 

 治療後、寛解の実感が湧かず、しばらくは不安だった。 

（歯肉がん 40代 男性） 
 

・他院の紹介で決めた。 

 治療は精神的に楽。思ったよりも楽と感じた。（脳腫瘍 50代 男性） 

 

・完治の期待！！ で陽子線治療を決めた。 

 副作用が思っていたより少なかった。優しいチームでした。 
（脳腫瘍 20代 女性） 

 

 

 

食事 

・生もの、乳製品はさけた。                  （乳がん 50代 女性） 
 

・抗ガン剤治療が進むにつれて食品の匂いに悩まされた。好き嫌いが出 

てきた。              （悪性リンパ腫 60代 女性） 
 

・今後、抗がん剤治療が始まった後、家族と同じ食事で良いのか？ 

別メニューまたは工夫が必要になると手間がかかってしまうのではと 
不安です。                （乳がん 50代 女性） 

 

 
 

 

 
 

 

 
  



日常生活 

・重い物をもたない。日焼けをしない。    （乳がん 50代 女性） 
 

・体調の良い時は、自分のやりたい事をやったり、新しく始めるといい 

です。                  （乳がん 40代 女性） 
 

・当初は治療に対する不安はなかったが、回数が増えるにつれて身体の 

負担増加。             （悪性リンパ腫 60代 女性） 
 

・とくに支障はありませんが、月経が始まったかと思うと、2 日ほど一旦 

止まり、その後普通に始まるようにはなった。手術のせいなのか、年齢 
的なホルモンバランスによるものかは分かりません。 

（子宮頸がん 40代 女性） 

 
・無理をせずゆっくりと行動するようにしています。今までは何でもは 

やくはやくの生活でした。病気になってかわりました。 

（肺腺がん 50代 女性） 
 

家族 

・がんを伝えた時 娘・息子涙した。     （乳がん 50代 女性） 

 
・通院はずっとつきそってくれている。    （乳がん 40代 女性） 

 

・術後は、手が上がらなくなり家事が出来なくなったが、主人が全てし 
てくれたので助かった。少しでも負担を減らせるように、リハビリを 

がんばって手伝えるようにがんばりたい。  （乳がん 40代 女性） 

 
・育休だったので、育児は私が主に担当していたので、私の入院中には、 

夫の両親が主に子供を見てくれていました。ありがたかったです。 

（子宮頸がん 40代 女性） 
 

 

 
 

 

 



医療費 

・正直、医療費は高いです。もうどうしようと頭の中でぐるぐるまわっ 
てます。             （神経内分泌腫瘍 50代 女性） 

 

・今後、医療費がどれくらいかかるのかわからないので不安。先生に聞 
いてもはっきりは答えてくださらない。   （乳がん 50代 女性） 

 

・がん家系だと思っているので、（祖父が腎臓がんで片腎摘出、肺転移あ 
り）32歳ごろにがん保険に加入（先進医療保険特約付き）していた。 

がん保険に加入した時期から、数か月後でがんが見つかったので、保険 

屋さんに「がんが分かった時期はいつですか？本当にわかっていなかっ 
たんですか？」と疑われたのがショックだった。 

今はない保険らしいのですが、私の加入していた保険は、良性腫瘍も悪 

性腫瘍と同等の金額が出る保険だったので、しっかりがん保険がでまし 
た。育休中で収入が少なかったので、ありがたかったです。今は、以後 

の払い込みなしで保険は残っています。先進医療保険も 2000万あるら 

しいので、なにかあったら陽子線治療も今後考えます。 
                 （子宮頸がん 40代 女性） 

 

治療と仕事の両立 

・仕事が大好きで土日の休みがなくても楽しくて平気でした。 
 病気になって今までと同じようにお客様と今後の約束をするのが不安 

になり、休暇を早く取りました。      （乳がん 40代 女性） 

 
・病気の事を公表したくない。 

 乳ガンになったとサラッと言えると相手との関係性もスムーズにいく 

と思っているのに、会社でガンになった事がうわさされるのが嫌で伝 
えられずにいました。           （乳がん 40代 女性） 

 

・休みがちで心配して連絡をくれる人にも詳細を話したくないから大丈 
夫ですと言ってしまいスマートに話せない自分に自己嫌悪でした。 

（乳がん 40代 女性） 

 
・今まで職場の人に恵まれていると感じていましたが、乳ガンになって 

本当に心から感謝があふれました。手術の前日に LINE をもらい勇気づ 

けてくれたり、本を渡してもらってうれしかったです。 
（乳がん 40代 女性） 



・外来治療を受けながら仕事をしていました。 
私の仕事は運送業でトラックに乗っていたのですが、体が病気という 

事もあって、2 年ぐらい前から体の調子がいい時はドライバー、調子 

が悪いと事務所という体制をとって働いていました。 
でも、今回、8/30 に入院する事になり、9/15まで入院していました。 

会社には、9/15に退院するので 9/17 から会社に行きますと言い、 

出社した時には、仕事が振り分けられていて、なくなっていました。 
その時の不安が、仕事がなくてどうしよう、明日から何するの？と思 

っていたら、上司からドライバーに戻れと言われました。それで、今 

すぐ 1人で乗れないし、横乗りでもいいからと言われ、退院してきた 

ばっかりの人間に対してそういう事言うんだと思い愕然としました。 

何日も話しをしていく中で「あなたがいなくても会社はまわるから」 

と言われ、私には病気で使えない人間はいらないと言う事なんだなと 
思い、それが、会社なんだろうなと思いました。 

でも、私は、働けるうちは働きたい。今言われた言葉も相談しに行っ 

たら立派な上司からのパワハラですよとはっきり言われました。訴え 
る事も出来ると言われました。 

いろいろ考えて、今のところは辞めて新しく職を探そう、病気の事も 

話しして受け入れてくれる所を探そうと思いました。 
家でのんびり過ごしたらと言う人もいたけど（うちの母です）、私はそ 

ういう性分じゃありません。せめて子供が 3 人 1人立ちするまでは、 

働いていたい。その気持ちでいっぱいです。 
（神経内分泌腫瘍 50代 女性） 

 

・人員が少なく休みが取りづらかった。定年まであと少しということも 
あり、入院前に退職した。退職してからは退職後の通院が楽になっ 

た。                   （乳がん 50代 女性） 

 
・物忘れがひどくなった気がして不安になる。 （乳がん 50代 女性） 

 

・育休中だったので、仕事に影響がなかった。 
（子宮頸がん 40代 女性） 

 

・放射線を毎日して仕事に通う。       （乳がん 50代 女性） 
 

 

 
 



知っているとよい情報 

・前立腺がんの陽子線治療を知っていること（前立腺がん 60代 男性） 
 

・晩期障害。              （前立腺がん 80代 男性） 

 
・福井県で陽子線治療ができることを早く知って欲しい。 

（前立腺がん 60代 男性） 

 
・ネット等で情報を集める事。技術は日進月歩である。 

（前立腺がん 60代 男性） 

 
・自分の健康について（特にがんについて）。（前立腺がん 70代 男性） 

 

・陽子線治療は、体の弱い方やお年をとっている方に勧めたい治療で 
す。                  （肝臓がん 70代 男性） 

 

・玄米やお野菜が体を元気に正常にしてくれる。（肺がん 90代 女性） 
 

・北陸でも陽子線治療ができる。仕事しながらでもできる。 

（肺がん 60代 男性） 
 

・口腔ケアは自分でも取り組めることが多いので、自ら情報収集すべ 

き。                   （舌がん 30代 男性） 
 

・口腔がんの方は、加湿器が必要になるかも。（歯肉がん 40代 男性） 

 
・陽子線治療は、全くいたくない。      （脳腫瘍 50代 男性） 

 

・脱毛後、待っていると生え始めます。    （脳腫瘍 20代 女性） 
 

・がん保険は、備えておくといざというときに便利だなと実感しました。 

特にこだわりとかなくて、保険屋さんに勧められるままに入っていまし 
たが。                 （子宮頸がん 40 代 女性） 

 

 
 

 



再発・転移 

・定期的に検診をしていたら、肝臓に転移していました。 
その時は思いっきり泣きました。何度か手術を受けて病院に通い、50 

代になった時に、また転移。不安とのたたかいでした。 

 でも、先生に全部おまかせしよう。少しでも長く生きたい。生きてい 
たい。そう思って毎日を過ごしています。誰もいない所でこっそり泣 

いていました。          （神経内分泌腫瘍 50代 女性） 

 
・治療がひと通り終わってから再発・転移のことが心配になると思う。 

（乳がん 50代 女性） 

 
・寛解したが、再発の不安あり。 

（悪性リンパ腫 60代 女性） 

 
・2 年毎に子宮頚がん検診を受けるようにしています。 

今の所陰性なので、安心しています。  （子宮頸がん 40代 女性） 

 

その他、思ったことなど 

・セカンドオピニオン、サードオピニオンまで自分が納得するまで調べ 

た方がよいです。（私はサードオピニオンでした） 

（肉腫がん 50代 男性） 
 

・分かったら即治療する。        （前立腺がん 70代 男性） 

 
・余り心配しない方が良い。       （前立腺がん 70代 男性） 

 

・定期検診を行うこと。         （前立腺がん 60代 男性） 
 

・早期発見、早期治療を！        （前立腺がん 60代 男性） 

 
・1 日も早く治療して欲しい。       （前立腺がん 60代 男性） 

 

・この年齢ですと 10 人中 9 人は病院にお世話になっています。 
自分だけがどうして、と悩まないで、楽しいことややりたいことを 1 

つでもみつけていくことも大切です。   （肝臓がん 70代 男性） 

 
 

 



・今は日進月歩。いいお薬や治療法があるので、がんになっても悲観し 
ないでください。             （肺がん 90代 女性） 

 

・陽子線治療を知らない人が多いので、もっとみんなに知ってほしい。 
 一人で悩まずに先生に相談する。 

ここの先生方はよく説明してくれます。   （肺がん 60代 男性） 

 
・悩まず先生に相談する事。ストレスためない。何事もプラス思考。 

（肺がん 70代 男性） 

 

・治療は苦しいこともたくさんありますが、身体は病と闘ってくれてい 

ます。気持ちを常に前向きに、絶対に諦めない気持ちが大切だと思い 

ます。                  （舌がん 30代 男性） 
 

・がんも人生の貴重な経験のひとつ。 

頭頸部の場合は、陽子線にかけるべきだと思う。リターンが大きい。 
（歯肉がん 40代 男性） 

 

・病気に負けないでください。        （脳腫瘍 50代 男性） 
 

・がんになって家族・友達に支えられ助かった事がいっぱいあった。 

（乳がん 50代 女性） 
 

・自分がガンに罹患するなど想像、想定外だったが、これから生涯病気 

と付き合っていかなければならないと思うと、限られた人生 精一杯生 
きようという覚悟ができた。     （悪性リンパ腫 60代 女性） 

 

・前むきに 前むきに             （乳がん 50代 女性） 
 

 

 

皆様への言葉を寄せてくださったのは、がん相談支援センターをご利用

の皆様です。 

患者さん同士で話をしたいと思われた方は、患者サロン「きねの」に 

お越しください。皆様にとってくつろぎと交流ができる場所になります

よう様々なテーマで開催しています。 

また、仕事のご相談は、「相談会」や「がん相談支援センター」をご利用

ください。お待ちしています。 
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