新型コロナウイルス感染
症と肺がん
新型コロナウイルス感染症とは？どのように感染
する？

新型コロナウイルスは、
通常、
感染者の拡散した飛
沫を吸引することで感染するウイルスです。
これは、
くしゃみや咳をしたり、
近くで話したりすることで起こ
ります。
また、
表面に付着した飛沫からも感染が可能
で、
手から鼻、
口、
目に運ばれる可能性があります。
肺がん患者にとって新型コロナウイルス感染症が
懸念される理由は？

新型コロナウイルス感染症は、
人によって無症状の
場合と、
軽度または重度の感染症で回復までに2週
間以上かかる場合とがあります。また、
この感染症
は、
肺の損傷や慢性的な免疫系問題など、
より慢性
的な健康問題を引き起こすおそれがあります。
悲し
いことに、
新型コロナウイルス感染症で死亡する人
もいます。

新型コロナウイルス感染症のリスクは、
がんの種類
によって様々です。
最もリスクの高い患者には、
免疫
系が弱っている方（例：最近がん治療を受けた方）、
高齢者、
免疫系に影響を及ぼす特定のがん、
および
糖尿病、
心臓病、
呼吸器疾患などの基礎疾患のある
方が含まれます。

残念ながら、
肺がんは肺を弱らせるので、
肺がんの
方は新型コロナウイルス感染症を発症すると重症
化するリスクが高くなります。
肺がん患者の多くが呼
吸器系の問題を基礎疾患に持っているため、
このこ
とも重症化のリスクを高めています。
肺がん患者で、
放射線治療を受けている方、
または最近終了した方
は高リスクとみなされるため、
リスクについて担当
の医療チームと話し合う必要があります。

感染リスクを減らすにはどうすればいいですか？

現在、
世界中の国々で、
それぞれの国民に対する異
なるレベルの助言が行われていますが、
新型コロナ
ウイルス感染症のリスクを減らすために、
私たち皆
ができる重要なステップがいくつかあります。
飛沫が
主要な感染ルートであることから、
病気を持ってい
る可能性のある人々から隔離することが、
自分自身
が感染症を発症しないようにするための最も強力
な方法です。
安全に過ごすための他の方法は次の
通りです。
• 顔を覆うもの

（マスク等）を着用する
顔を覆うものについては、常に最新の公式の助言
に従ってください。
•他
 の人々との接触を制限する
そして、人と一緒にいるときは6フィート/2メート
ルの距離を保ちます。
• 定期的に手を洗う、
またはアルコール系手指消
毒剤を使う

• 洗っていない手で顔、

口、
目に触れないようにする

• 咳は肘またはティ

ッシュで受け止める
ティッシュはゴミ箱に入れて、
すぐに手を洗います。
• 頻繁に触れるものや表面を定期的に洗浄

・消毒
する

• 口に触れるものを共有しない

- 例：ボトル、
コップ
• 握手をしない


• 自分と接触する人、

その人の友人や家族も、
ソー
シャルディスタンス、顔を覆うもの、衛生面につい
ての助言に従うよう確認する。
彼らが従わない場
合、
あなたを危険にさらすことになりかねません。
• いずれかの症状があれば、国の助言に従い、
ただ
ちに報告する
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新型コロナウイルス感
染症と肺がん
手を清潔に保つ方法

石鹸と水

清潔な流水（温水または冷水）
で手を濡らし、
石鹸をつけます。

手をこすり合わせるようにして石鹸を泡立て
ます。

手のひら、
甲、
指、
指と指の間、
爪の内側など、
手のすべての表面をこすります。
20秒間こすり
ます。
清潔な流水で手をすすぎます。

手を清潔なタオルで拭くか、空気乾燥で
乾かします。

アルコール系手指消毒剤

石鹸と水がない場合は、
アルコール分が
60%以上含まれているアルコール系手指消
毒剤を使い、なるべく早く石鹸と水で洗うよ
うにします。
手が目に見えて汚れている場合は、手指消
毒剤を使用しないでください。

塗布する。
手の表面全体を覆える量を手に取
ります。
乾くまで両手をこすり合わせます。
これには
20秒ほどかかります。

注意：手指消毒剤が乾かないうちに洗い流し
たり、
拭き取ったりしないでください。
細菌に
対する効果が弱まる場合があります。

子供がアルコールを飲み込まないよう監督し
てください。
肺がんにかかっている方、
またはかかったことがあ
る方は、新型コロナウイルスへの感染の機会を減
らすために、
おそらく追加の対策が必要です。
追加
の対策には次のようなものがあります。

• 新型コロナウイルス感染症の症状がある人、
また
は感染者のそばにいた人との接触を厳密に避
ける。

• できるだけ自宅待機し、社交は屋外での少人数グ
ループに制限し、他の人と接触する際には常に厳
密なソーシャルディスタンスを保つ。
• 可能な限り公共交通機関の利用を避ける。

• 他の人々とは直接会うのではなく、電話、
インター
ネット、SNSなどの遠隔技術を使って定期的に連
絡を取り合う。

•担
 当の医療チームやその他必要不可欠なサー
ビスとの連絡手段に、電話やオンラインサービス
を利用する。
•処
 方箋薬、
その他の市販薬や消耗品の入手は、
誰かに頼む。

•体
 を動かすことを心がけ、定期的に新鮮な空気を
吸うようにする。
• バランスの良い食事をして、可能であれば食べ物
が自宅に配達されるよう手配する。
•今
 必要なサポートや、体調が悪くなったときのた
めに、家族、友人、隣人と共同の計画を立てる。
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新型コロナウイルス感染
症と肺がん
症状が出たらどうすればいいですか？
症状には、
発熱（38°C/100.4°F以上の高熱）、
咳、
息切れ、
嗅覚や味覚の喪失や変化などが
あります。
自己隔離し、担当の医療チームに電話して、
次のように助言を求めてください。
• 治療中の方、
または過去6か月間に治療終
了した方は、
すぐに担当の腫瘍内科に電話
してください。
免疫力が低下していると、
ど
んな感染症でも重症化する可能性があり
ます。
病院のチームは、
あなたの症状につい
て、
がんまたは新型コロナウイルス感染症
との関連性を評価することができます。

• 治療の開始を待っている方や、
がんから回復
した方は、
担当の医師や病院のチームに電
話して助言を受けてください。
まず医療専門家に相談せずに、病院や診療
所、医師の手術に行かないでください。
私の治療は行えますか？

医師から中止の指示がない限り、治療を継続し、
ど
の薬も飲み続けるようにしてください。
病院ではが
ん患者の安全を確保し、最善の治療を行うために
取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症のリスクのため、
対面で
はなく電話やビデオでの診療、
特定の種類の治療を
行わない、
または一時的な治療の延期が生じる場
合もあります。
治療計画の変更や病院の手順の変更
などは、
病院の医療チームから連絡が行きます。

治療が遅延したらどうすればいいですか？

新型コロナウイルス感染症により医療サービスに
過度な圧力がかかっています。
このため国によって
は診療予約や治療に遅れが生じています。
治療が
変更されたり、遅れたりすると、
とても不安になる
ものです。
そのようなことが起きている原因や、
あな
たへの影響については、医療チームに相談するよう
にしてください。

一部のがん治療は免疫系に影響を与えるため、
新型コロナウイルス感染症で発病するリスクが高く
なります。
このことから、
患者が感染する機会を減ら
すために、
病院での診療や治療計画にある程度の
変更が行われています。

どこの医師も、実行に伴うリスクの中での治療の
緊急性と潜在的なメリット、
および来院中の新型
コロナウイルスへの曝露リスクに対する最善の管
理方法を秤にかけて検討しています。
その結果とし
て、あなたは医療チームと病院での対面診療では
なく、電話での診療を何度か受けることになるでし
ょう。
電話診療に向けて準備しておくと良いでしょう。
話
したい内容をすべて覚えておくことは難しいもので
す。
相手の話をすべて覚えておくことは、特に電話
では難しいこともあるので、質問のリストを用意し
ておき、
メモを取ると便利です。
何かわからないこと
があれば、もう一度説明してもらいましょう。
あなた
のための時間なのですから、必要なことは何でも
遠慮なく聞いてください。

あなたが新型コロナウイルスに接触するリスクを減
らすために、
医療チームは治療前に2週間の自己隔
離を助言することがあります。
自己隔離が治療前、
治療中、
治療後に必要かどうか、
およびその期間に
ついて医療チームに質問してください。
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新型コロナウイルス感
染症と肺がん
医療チームへの質問の例：

• 私のがん治療は、新型コロナウイルス感染症で発
病するリスクに影響しますか？
• 私か同居の誰かが新型コロナウイルスに感染し
たらどうすればいいですか？

• 新型コロナウイルスに感染したら、治療は継続さ
れますか？

• 私の治療は遅延中です。
治療はいつ頃受けられま
すか？
• 治療の遅れは、治療の効果に影響しますか？

• 私の治療内容が変更されました。
理由を説明して
もらえますか？
私は過去に肺がんになったことがあります。
新型コ
ロナウイルス感染症にかかるリスクは高いのでし
ょうか？
ほとんどの人の免疫系は、
治療が終了して数ヶ月後
には完全に回復しています。
免疫系が回復していれ
ば、
同年代の人々や一般的な健康状態の人と比べ
て、
リスクが著しく高くなることはありません。

感染から身を守る方法については、
やはり助言に従
う必要があります。
がんの種類、治療法、年齢、通常の健康状態
によって、一人ひとりのリスクは異なります。
不安な場合は、
あなたの病歴を知っている担
当のがん専門医や腫瘍内科の看護師に聞く
のが一番です。

相互サポート

自己隔離は、特にがん治療中で家族や友人からの
愛とサポートが大変重要となる方にとって、信じが
たいほど困難になり得ます。
最善を尽くして向き合
う中でも、私たちが忘れてはならないのは、
これら
の対策は友人や家族のうち最も脆弱な人々を守る
ためにあるということと、永遠には続かないという
ことです。
自分の心身の健康に気を配ることが大切です。
自
宅にいなければならないときにこれを実行するこ
とは簡単ではありません。
自分のためにできること：

•電
 話やビデオチャットで親しい人と連絡を取り合
いましょう。
誰かの顔を見ることで孤独感が和らぎ
ます。
•電
 話やデバイスが常に充電されているようにし
て、通話クレジットがあることを確認し、
つながる
状態を保ちましょう。
•自
 宅生活をルーチン化しましょう。

•健
 康的な食事と運動を心がけましょう。

• いつもより不安な気持ちになるのは無理もあり
ません。
よくある心配の原因としては、がん治療の
変更や遅延についての不安や、新型コロナウイル
ス感染症と自分への影響についての懸念などが
考えられます。
大切な人や担当の医療チームに、
あなたの気持ちを話してみてください。
•病
 院や診療所へ行って担当の医師や看護師に会
うことによる安心感が失われて、
あなたは寂しく
感じているかもしれません。
診療時に医療チー
ムに話し、
どのようなサポートを利用できるか尋
ねてみてください。

新型コロナウイルス感染症という余分な心配を差
し引いても、がんの診断に向き合うことは十分に困
難なことです。
自宅待機し、直接人と会うことを減ら
すよう助言されている場合は、大変な困難となるお
それがあります。
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まとめ

• 肺がんは肺を弱らせるため、
残念ながらあ
なたは新型コロナウイルス感染症を発症す
ると重症化するリスクが高くなっています。
• 自分の身を守るためには、
国の助言に従う
ことがきわめて重要です。

• あなた個人のリスクについて医療チームに
相談し、
症状が出た場合は迷わず医療チー
ムに連絡してください。

• 新型コロナウイルス感染症が治療計画に与
える影響について心配な場合は、
医療チー
ムに相談してください。

• このような時に不安を感じることは当然で
す。
肺がん患者の方々にとって、
今は非常に
困難な時です。
大切な人たちにサポートをお
願いして、
自分の気持ちを伝えましょう。

• お住まいの地域の肺がん団体でどのような
支援が受けられるかを確認したり、
医療チー
ムに相談したりしてみましょう。
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