
患者教室 第３回目

治療中も自分らしく
生活できる

～治療中の食事はどうする？～



本日のお話し

1 治療中の食事

2 こころのストレス



栄養士からのおはなし
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内容

Ⅰ がん患者さんのための食事指針

Ⅱ 栄養量・食事バランスについて

Ⅲ 免疫力が下がりやすいときは・・・

Ⅳ 食欲が落ちたときは・・・

Ⅴ お口のケアについて
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栄養士が患者さんやご家族から
よく聞かれること

がんを予防する食事って？
治療中に食べちゃ

いけないものはある？

→ 食事指針を参考にしましょう



Ⅰ がん患者さんのための食事指針
2007 世界がん研究基金
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[1] 正常な体重の範囲でできるだけやせる

[2] 日常生活の中で活動的になる

[3] 高カロリー食品や甘い飲み物を制限する

[4] 植物からできた食品を中心にとる 野菜・果物を400g/日以上

[5] 赤肉（牛、豚、羊などの肉）を控えめにし、

加工肉（ソーセージ、サラミ、ベーコン、ハムなど）を避ける

[6] 飲酒を制限する 男性1日１～２杯、女性1杯まで

[7] カビのはえた穀物や豆類を避ける 塩分の多い食品は控えめに

[8] がん予防の目的でサプリメントの使用は推奨できない

[9] 授乳期の女性に：母は授乳し、子には母乳を飲ませる

[10]がんになった人は[1] - [9]の推奨に従う

または専門家から適切な栄養指導を受ける



（１） 正常な体重の範囲って？

ＢＭＩ （body mass index)

肥満度の判定基準（日本肥満学会2000）
• 低体重(やせ) 18.5未満
• 普通体重 18.5～ 25未満
• 肥満 25～

BMI２２の時の体重が｢標準体重｣です
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体重（kg）

身長(m)×身長(m)

たとえば・・・

150cmのひとは
42kg以下：やせ
49.5kg ：標準
57kg以上：肥満

160cmのひとは
47kg以下：やせ
56.3kg ：標準
64kg以上：肥満

BMI ＝



（５）お肉は食べちゃいけない？
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そんなことはありません！

量を食べすぎなければよいです

１週間に食べる肉の量は

５００g未満が推奨されています。

５００g ÷ ７日 ≒ ７０g

（ローススライスで２～３枚程度）

千葉県がんセンターでも肉・ハム・ソーセージは

量を守って提供しています。



（８）サプリメント
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いろいろな情報があるけれど

食事だけで必要な栄養がとれるように

することが大事です。

毎日カップめんを食べて、サプリメントを沢山のんで
｢必要な栄養は取れてます｣と自慢する人がいます

これってどう思いますか？

＜



Ⅱ 栄養量・
食事バランスに
ついて
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グループ 種類 重さ
g

目安

炭水化物 ごはん ３９０ 130g×3

いも類 ５０ ジャガイモ1/2

果物 １００ バナナ1本

たんぱく質 魚 ６０ 切り身小1切れ

肉 ４０ 薄切り2枚

卵 ５０ 1個

大豆製品 １００ 豆腐1/3丁

乳製品 ２００ 牛乳1杯

油 油脂 １０ 大さじ1杯

ビタミン 野菜 ３００ 片手3つ分

ミネラル 海草・きの
こ

少量

調味料 味噌・砂糖 ２５ 味噌汁２杯
煮物２品

嗜好品 ５０ カステラ１切れ

1500Kcalで

バランスの

とれた食事例

（一日量）

※必要栄養量は人に

よって異なります



Ⅲ 免疫力が落ちたときは・・・

衛生管理

食品の選び方



衛生管理：菌をつけない

手洗い・うがいをして食べましょう

作るとき

調理前 野菜や果物はよく洗いましょう

食材は水道水で1分程度洗いましょう。
（流水）

手洗いをしてから作る

食べるとき



衛生管理：菌を増やさない

開けてから日数のたった調味料は注意！

保存 作った料理は早めに食べましょう

食品の出しっぱなしはやめましょう



衛生管理：殺菌する

調理道具を清潔に
調理中や
調理後

・まな板や包丁、ふきんは
洗ってから熱湯をかけて
消毒する

・しっかり乾かす

・食器は洗ってから熱湯を
かけたり、乾燥機をつかう
とさらに衛生的



生もの

食品の選び方
最も感染しやすい時期に避けたい食品

※生野菜は、しっかりと流水で洗ってあればOKです

刺身 生たまご

納豆

ナチュラルチーズ
手作りヨーグルト

市販の減塩梅干し



食品 対応

魚介の生食
中まで完全に火を通す

生卵・半熟卵

生野菜・果物 水道水を流しっぱなしにしてよく洗う

かびの生えたチーズ プロセスチーズに代える

みそ 加熱する

納豆 やめておく

豆腐 加熱する

漬物・梅干し
（手作り、減塩のもの）

市販の普通塩分のもの
（袋のサイズが小さいもの）を選ぶ

生の木の実・ドライフルーツ やめておく

参考：造血細胞移植ガイドライン 第2版

食品の選び方



①食事の工夫

②栄養剤の活用

（栄養のジュース）

Ⅳ 食欲が落ちた時は・・・



食事が入らない時①食事の工夫

• 沢山食べられない → 少しずつ、回数をわける

• 吐き気がある → さっぱりしたもの

• においがだめ → 冷たいもの

• 口が乾いてる → とろみのついたもの

• 味がわからない → 香辛料の活用

• 苦い → だしと酸味の活用



～気持ち悪いとき～

千葉県がんセンターのさっぱり食

冷菜1品、ゼリーなど、果物２種

冷たくさっぱりしたものを

果物、ゼリー、プリン、

ヨーグルト、冷ややっこ

温泉卵、サンドイッチ、

などなど

回数を分けて

食べたい時に



片栗粉：つるりとしたのど越し

油：通りを良くします

酢・レモン：唾液の分泌を促します

ささみくずひき

レモン入り手まり寿司

オリーブオイル入りごはん

～口が渇くとき～

かに玉



味のはっきりしたものをプラス

山椒・ゆずこしょう・ラー油等

ピリ辛ごま味噌そうめん

～味を感じにくいとき～

鶏肉ソテー 柚子こしょうソース



和風だしや酸味（レモン等）

を利用

豆乳茶碗蒸し

さば缶バーグトマトソース

～味が苦く感じるとき～



②経腸栄養剤（栄養のジュース）があります

いつもの食事の半分以下しか食べられなかったら・・・

医師から栄養剤を処方をしてもらうことができます。

１日１本 間食に飲んでみるのもありです

エンシュアH ラコール エレンタール



経腸栄養剤（栄養のジュース）の種類

薬扱いの場合 ・・・ 処方なのでお薬代の負担

食品扱いの場合 ・・・ 代金は全額自己負担だけど

味のバリエーションが多い

薬 食品



Ⅴ がん治療中のお口のケア
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特に化学療法の場合はお口の中が悪化しないように

予防することが大切です

治療中に食事をおいしく食べるためには、

治療開始前からの口のケアが必要です。

口腔粘膜炎・口腔乾燥のケア4カ条

①口の中や義歯を清潔に保つ

②口の中を湿らせる

③痛みをやわらげる ・・・ 薬 痛み止め

④歯のメンテナンス ・・・ 歯科受診



歯みがき
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歯みがき

・口の中のセルフチェックを習慣にする

・丁寧にブラッシング

｢歯ブラシは鉛筆もち｣

｢歯みがき粉はなくてもよい｣

｢歯と歯ぐきの境目に歯ブラシを置く｣

｢押し付けず、優しく振動させるように動かす｣

習慣のない人はまず、寝る前から できるならば毎食後



舌苔（舌のよごれ）を落とす
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舌苔（ぜったい：舌のよごれ）の除去

口を潤してあげると自然にはがれてきます。

こまめなうがいがお勧め。

よごれが多い時は歯磨きのときに軽く舌も磨きま
しょう。

スポンジタイプの舌磨きブラシもあります。

ただし、無理にはやらないでください。



口の中は渇いていませんか
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化学療法中には唾液量が減ってしまうことが

あります。

• 口腔粘膜が弱くなる→ 痛み 感染しやすくなる

• 虫歯にかかりやすくなる

• 味覚異常が起こる → 食欲の低下 体重減少

• 嚥下が困難となる → 食欲低下 体重減少

• 会話が困難になる → 生活の質（QOL）の低下

唾液が出ないと



口の中をうるおしましょう
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・レモン水を口に含む

・ガムを口にくわえる

・唾液マッサージ

・保湿ジェルや保湿用洗口液を使用する

・白ゴマ油・ワセリン・オリーブオイルを塗る



うがいも効果的

29

うがい

１日3回 できれば2時間ごとにしましょう

洗口液の選び方

ノンアルコールがお勧め

アルコールの入っているものは

刺激が強くお勧めできません

うがい薬
市販品 処方薬



食事や栄養の相談ができます

千葉県がんセンターには管理栄養士が9人います

どこに言ったらいいの？

患者支援センター 各科外来窓口 入院病棟

お近くのスタッフまでお声かけください

電話でも栄養相談できます

代表番号 043-264-5431

｢栄養士さんと話がしたいです｣

と言ってください。 平日9時から17時まで



食事はおいしく楽しくがいちばん



本日のお話し

1 治療中の食事

2 こころのストレス



がんになるとさまざまなストレスを経験し

気もちが辛くなることがあります

ここでは，

気もちのつらさの対応についてお話します

気もちのつらさはどうしたらいいの？



おはなし

・がんとストレス

・ストレスの症状

・ストレスのしくみ

・ストレスを対処するコツ

ー 自分に必要な、正しい情報を知る

ー 相談する

ー 少しでも気もちを楽にする工夫

• 精神腫瘍科のごあんない



がんに対する心の反応

0 2週 3ヶ月

心のエネルギーが回復してくる
目の前のことに取り組める

心のエネルギーが回復しない
日常生活に支障が出る

良

適
応
の
状
態

悪

がんの
悪い知らせ

0



強いストレスに対する心の反応

①頭が真っ白
疑い（本当に自分の身に起こったことなのか）
否定（こんなことが起こるはずがない）
絶望（もうだめだ）

②どうしよう
不安・落ち込み・眠れない・食欲が落ちる・落ち着かない
何もする気が起きない・集中できない

③なんとかやっていくしかない
現実を受け入れる・目の前のことに取り組む



ストレスがかかると，こんな症状が出ます
心当たりありませんか？

こころ

• 憂うつ、億劫

• 楽しめない

• 落ち着かない

• イライラする

• 気持ちが

張り詰める

からだ

• 眠れない

• 頭痛、肩こり

• 食欲がない

• 動悸、めまい

• 疲れやすい

• 息苦しい

行動

• 通院しない

• 外出が減る

• 悪い事ばかり

考える

• やけ酒



ストレスのしくみ

◎大きな出来事（病気の告知 副作用の症状）

◎日々の出来事（人間関係 仕事や家事の負担）

対処 ◎情報の整理 ◎対処の工夫 ◎相談

ストレスの症状 ◎こころ ◎からだ ◎行動

出来事



ストレスを対処する

普段通りの生活
食事・睡眠をとる

好きなこと・外出をする
仕事・家事をする など

情報の整理

自分に必要な、
正しい情報を得る

相談

信頼できる人に
相談する



心配事は身近な人や病院のスタッフに相談！

身近な人（家族や友人）や、

病院のスタッフ（主治医、看護師、患者相談支
援センターなど）に心配事を相談しましょう

自分では思いつかなかった見方に気づけること
も少なくありません

心や体を休める薬やカウンセリングが役に立つ
場合もあります



相談をされたご家族が
患者さんのためにできること

やらなきゃいけないのは分かっているけど
治療を受けるのが怖い…

泣き言をいっても病気は良くならないのよ！
とにかく治療を受けるしかないんだから！

そうだよね。治療をするしかないのは分かって
いるけど辛いよね。一緒に相談していこう。

家族 悪い例

家族 良い例

✔ 患者さんの話を聞くこと
✔ 一緒に困り事の対処をしていくことを保証すること



情報の整理
医療者から情報収集して、心配し過ぎないようにする

「ストレスのせいでがんが悪化する」らしいから，
ストレスをためないようにしなくては・・・

「ストレスとがんの悪化は関連がない」こと
が科学的に証明されています
気にしすぎずに普段通りの生活や好きなこと
をされることをおすすめします

あまり気にしすぎなくていいんですね
聞いてみてよかった

医療者



がんの治療はすごくお金がかかると聞いた
年金暮らしだしどうしたらいいのかしら

治療費の軽減のために、高額医療費の申請方法を
お伝えしますね
それでも支払いが難しくなったときに相談してく
ださい、具体的な対処を伝えます

医療者

今はまず高額医療費の申請をしてみます
今後お金に困ったら相談しにきます

情報の整理
今の自分に必要な情報を知る



今の自分に必要な、
正しい情報を整理するために

✔ 自分の病気を知っている医療者から、
今の自分に必要な正しい情報を知ると，
心配しすぎずに済すむこともあります

✔ 情報の整理について困ったときは、当院１階の
がん相談支援センターに相談しましょう
看護師、ソーシャルワーカー、
ピアカウンセラーが一緒に心配事に取り組みます



自分で出来る！気もちを楽にする工夫

心配事を考え続けていると悪いことばかり想像してしまい、
気もちが辛くなってしまうことがあります

今は治療をしていくしかないし、これから先の
症状はまだわからないって先生に言われている
病気が悪くなったら、と考えて落ちこむよ

少しでも気もちを楽にする工夫を
することが役立つことがあります



行動を変えると、気もちが変わる

行動

ベッドに横たわり

天井を眺める

気もち

憂うつな気もちが続く

行動

もともと好きだった

カメラをいじってみる

気もち

病気から気がそれて、
憂うつよりは少しマシ

今は治療をしていくしかないし、これから先の症
状はまだわからないって先生に言われている
病気が悪くなったら、と気持ちが落ちこむよ



気もちが楽になる行動を探すコツ

✔ 行動を具体的にする
（例：運動する→20分散歩する）

✔ 行動に移しやすいものから試す

✔ 気もちが楽になるかどうかは、
行動してみた後に評価する
（気もちが乗らなくても、まずは行動してみる）



落ち込みや不安が強くなると、心配事や困りごとを
解決することが難しく、毎日の生活がおくりづらく
なることもあります
そのような時は精神腫瘍科に相談してください

気もちがつらくて、
毎日の生活に支障がでるときは

相談することは気もちの弱さの表れではなく、
日々の生活をより良く過ごすための方法の１つです

主治医や看護師が、患者さんにより良く過ごしてもらう
ために精神腫瘍科での相談を勧めることもあります



精神腫瘍科のご案内
(患者さん・ご家族の心のつらさの専門家）

✔ 気もちのつらさやストレスを和らげ、

その人らしく生活できる工夫を見出せる

ように支援します。それぞれの状態に

あった支援方法（カウンセリングや薬物

療法など）を相談しながら決めていきます

✔ 相談を希望される方は主治医や看護師に

お伝えください


