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近年，日本のがん医療の場でも，患者のクオリティオブライフ（QOL）を向上させ，社会復帰を促進するため

のサポートとして，副作用に伴う外見の変化やそのケアが注目されつつある。そこで，今回，外見のケア先進国

であるフランスを訪問し，がん治療で代表的な病院における外見に関する患者支援の概要や患者会などの取り組

みについて，インタビュー調査を実施した。訪問施設は，グスタフルーシー病院・キュリー病院・乳房センター・

ポンピドー病院・アメリカ病院・患者会エタンセル（資料 1~5 参照）である。外見に関する患者支援の現状と課

題を調査する中で，日本との相違点や今後生じる可能性のある問題が示唆された。 
 
キーワード：フランス がん患者 QOL 乳房再建 美容  
 

I. はじめに 

 

がんの治療は，手術や化学療法，放射線療法，ホル

モン療法の単独治療のみではなくその個人に適した集

学的治療が選択される。その結果，手術による身体部

位の変化や薬剤による脱毛・皮ふや爪の変化など，患

者は複数の治療による外見変化とそれに伴う苦痛を体

験していることが，筆者らの先行研究 1)でも明らかに

なっている。化学療法中，自分の外見で気になるとこ

ろがあると答えた患者の割合は，80.3%にも及んでい

た。 
近年，日本の医療現場でも患者のクオリティオブラ

イフを向上させ，社会復帰を促進するためのサポート

として，外見の問題が注目されつつある。例えば，国

立がん研究センター中央病院においても筆者を含む外

見関連患者支援チームが，患者の外見サポートプログ

ラムを実施している 2)3)。患者のニーズは高く，今後は，

このような取り組みが各地で広まるものと推測される。

そこで，今回，外見のケア先進国であるフランスの病

院や患者会などを訪問し，現状と課題についての調査

を試みた。現在は，インターネットで様々な情報が入

手可能となった半面，現場運営において重要な生の声

や臨床感覚が伝わりにくい時代である。本稿では，ま

ず，フランスの医療制度と治癒に対する考え方につい

て簡潔に触れたうえで，がん治療で代表的な病院にお

ける外見に関する患者支援の概要や患者会などの取り

組みについて，インタビューの結果を中心に報告する。 
 
        Ⅱ．方法 

 
調査時期は 2010 年 3 月 22 日～27 日で，訪問施設

（資料 1~5 参照）は，グスタフルーシー病院・キュリ

ー病院・乳房センター・ポンピドー病院・アメリカ病

院・患者会エタンセルである。 
インタビュー対象者は以下の方々である。 

① フィテゥス形成外科医師（Dr FITOUSSI） 
② ギュグリエルミナ婦人科医師（Dr Jean-Noël 

GUGLIELMINA） 
③ プランション腫瘍科医師（Dr Claude PLANCHON） 

④ アミエル博士（M. Philippe AMIEL） 
⑤ ドウシー博士（Mme Sarah DAUCHY） 
⑥ ウィンツ看護部長（Mme Lydie WINTZ） 
⑦ マゼラ看護師長（Mme Renée MAZERAT ayant travaillé 

avec Mme Borde-Eguimendya） 
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⑧ ダブ看護師 （Mme Fukud’AVOUT ） 
⑨ デュボア臨床心理士（MmeCarolineDUBOIS） 
⑩ ムーラ臨床心理士（MmeSylvia MOURA） 
⑪ ロールアレイ看護師&ルルックーズ 

（Mme Marie-Laure ALLOUIS） 
⑫ マーシャン元看護師&刺青師&エステティシャン

（Mme Fabienne MARCHAND） 
⑬ マリーピエールソシオエステティシャン

（MmeMarie-Pierre ：CEW) 
⑭ ジゼル&アレクサンドラ患者会事務局 

（Gisèle et Alexandra： ETINCELLE） 
 

 

Ⅲ.フランスの保険制度と治癒の意味 

 

 フランスの保険制度は，加入者の職業形態により大き

く分けられる職能組合型の社会保障金庫によって運営さ

れており，実質は日本と同様に国民皆保険になっている。

例えば，現在のフランス公的医療保険の医療費の償還率

は，医師の診察料の 70％，看護師やリハビリ技師による

治療費の 60%，薬剤では 100，65，35，0%となっている。 
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図１．公的保険の補償範囲 

保険制度の在り方自体は，日本と類似しているもの

の，外見のトラブルに対する補償は，明らかに異なっ

ている。がんの治療に伴う保険適用の範囲について，

図１に示す。フランスでは，「出来る限り元の姿に戻っ

た時に治癒した」と考えるため，数万円程度のウィッ

グや，欠損部分（例：鼻の切除）のプロテーゼなども

保険補償の範囲に含まれている。それに対して日本で

は「悪いところを取れば治癒した」と考えるため，病

巣部分の切除術や限定的な乳房再建術を除いて，治療

に伴い外見が変化した場合，補償がないのが現状であ

る。例えば，治療中は不可欠のウィッグ（一般的に数

万円～20 万円。オーダーは，40 万円～100 万円）も確

定申告時の医療費控除の対象にすらなっていない。ま

た，2006 年にようやく保険適用が認められた乳房再建

術も，フランスで一般に用いられている種類のプロテ

ーゼを使用した場合は全額自己負担になり，患者は 60
万円から 100 万円の出費を余儀なくされる。 
 

 

Ⅳ. 医療者が実施する外見のケア 

 

１）外見の問題に関する病院内の一般的な情報提供 

キュリー病院では，日本の病院と同様に，治療の結

果生じる副作用や外見の変化についてまず医師が説明

する。その上で，必要ならば心理士や看護師が患者の

気持ちを聞き，外見の変化に悩まないようにするには

どうしたらよいか，解決策を一緒に考える。例えば，

脱毛の可能性に驚く患者の気持ちを受けとめながら，

脱毛のプロセスを説明したうえで，具体的なアドバイ

スを受けられるようエステティシャンを予約する。そ

の際考慮するのは，15 歳から 25 歳の患者への対応で

ある。思春期の彼らが外見の変化をどのように受け止

めるかは，恋人や子供，友人からの影響が大きいこと，

また，がん＝死のイメージも強く，恥ずかしい病気で

あるという思いもあるため，周囲への対策や配慮も重

要である。これに対して 10 歳までの患児にとっては，

親の視線が重要である。 
一方アメリカ病院では，例えば化学療法が決まった 

 

写真１．アメリカ病院の入口 

患者に対して，腫瘍内科医の秘書が面談時間を設ける。 

時間をとって外見に生じる副作用について説明し，ウ
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ィッグの事前購入などの指導をする。 

 

写真２．ムーラ臨床心理士と筆者 

 

２）乳房再建 

キュリー病院では，年間約 2500 件の乳がんの手術を

実施し，その内 500 件が再建術（内 300 件が同時再建）

を行う。そのため，10 名以上いる外科医の中で，3 名

は再建術を専門にしており，外科手術を決定する面談

に再建を担当する形成外科医も同席して，より仕上が

りが良くかつリスクの少ない術式を選択することも以

前から行われている。再建術数が 90 年代は年 100 件

程度であったことからすると，5 倍になっており，乳

房再建術は飛躍的に伸びているといえる。このような

状況にもかかわらず再建しない患者は，①年配の方②

手術や異物を入れることが怖い方③がんなのにきれい

になると罰（例：再発）をうけるのではという宗教上

の恐怖心をもつ方である。 
フランスの術式は，自家組織を胸に移植する方法と

して①広背筋皮弁法（背中の脂肪と筋肉を使用）②腹

直筋皮弁法（腹部の脂肪と筋肉を使用），プロテーゼ（人

工乳房）を挿入する方法として③単純プロテーゼ挿入

法（直接プロテーゼを挿入）④組織拡張法（拡張器を

用いて皮膚を伸ばした後，プロテーゼに入替）方法が

ある。 手術時期も，「同時再建」「2 次再建」があり，

再建術の種類や時期は，ほぼ日本と同様である。 
その一方で，明確な違いも見られた。第 1 は，80%

以上のケースで，左右のバランスをとるために反対の

健康な乳房にも左右対称手術（symétrisation）がなさ

れることである。実際，同時再建術の時に左右の乳房

にプロテーゼを入れる人も，10%程度いる。第 2 は， 

表１．3種類の再建手術メリットデメリット 4)   

プロテーゼプロテーゼプロテーゼプロテーゼ 広背筋皮弁法広背筋皮弁法広背筋皮弁法広背筋皮弁法 腹直筋皮弁法腹直筋皮弁法腹直筋皮弁法腹直筋皮弁法

プロテーゼの
使用

○ 時々 ほとんどない

他の身体部位
への傷

なし 背中 腹部

他方の乳房の
対称整容手術

ほとんどいつも プロテーゼ使用時
のみ時々

めったにない

痛み 胸部 背中＋＋ 腹＋＋＋

筋力の減退 なし 肩± 腹筋

手術時間 １～２時間 ２～４時間 ３～5時間

輸血 全くない まれに 時々
（自家輸血＋＋）

入院期間 ２～５日 ４～８日 ５～10日

 

プロテーゼの種類やサイズの豊富さである。フィテゥ

ス医師のところでは，試験的に安い（30 ユーロ）青色

のプロテーゼを入れた後，500 種類のプロテーゼから

患者に も合うサイズや形を選択し用いていた。これ

は，プロテーゼのメーカーが 4 社あり，それぞれ 12
タイプの各種サイズを取り揃えているために可能な選

択である。第 3 は，フィテゥス医師のように，乳がん

の切除術から再建術まで一貫して実施する形成外科医

の存在である。従来は，形成外科医は外科医による乳

房切除術後の乳房再建に関与するのが通常であった。

しかし，形成外科と外科の知識，技術を併せ持つ医師

が腫瘍切除から一貫して関与することで，乳房温存術

を増やしたり，整容性の点でも患者満足度の高い手術

が可能になる。まだ乳がん治療も行う形成外科医はフ

ランス全体でも 50 名と少数派だが，医学教育の機会も

進んでおり，今後さらに増加するものと予測されてい

る。 

 
写真 3．フィテゥス医師 
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近の乳房再建に関連する新しい問題は，遺伝によ

る予防切除をした患者への対応である。一般に，特定

の遺伝子（例：BRCA1 や BRCA2）をもつ人は，75
歳くらいまでに約 80％が，50～60 歳くらいまでに約

40％が乳がんを発症するだろうといわれている。この

遺伝性乳がん患者は，ここ 15 年くらいで増加し，現在

は，1800 人の患者のうち，約 15%（200 人）が健康な

状態の乳房の予防的切除を実施した。しかし，予防的

切除は，患者にとってメリットしかない，乳がんに罹

患後の手術とは大きく異なるため，後の心理的問題が

大きいのである。実際は，遺伝子の存在が判明した時

ではなく，患者の意思決定を促進する具体的イベント

が生じた時に実施されている。例えば，家族性乳がん

のハイリスク患者が，フォローアップしていた時に，

一方の乳房にがんが見つかった場合や，近親者に乳が

んが見つかった場合，予防的切除を実施する患者が多

い。しかし，術前はがんになる怖さと胸を取る怖さが

拮抗し，また術後の心理的葛藤も大きい。そのため，

遺伝相談の時点から，カウンセリングのサポートなど

を用意しているものの，実際は心理的不適応をきたす

患者が多いため，現実には予防的切除術を実施する医

師も減少しているのが現状である。 

 
写真４．人工乳房（左上）と診察室 

 

３）フローズングローブとフローズンキャップ 

日本でも 近，臨床実験が行われているフローズン

グローブとフローズンキャップは，フランス人の実験

研究 5)で世界的に有名になったこともあり，既に実際

の化学療法の際に使われていた。フローズングローブ

は，抗がん剤の点滴中，－20 度に冷やした手袋で抹消

の血流を妨げ，爪の障害や指先の痺れを予防するもの

で，脱毛を防止する頭部用（フローズンキャップ）も

ある。キュリー病院やグスタフルーシー病院でも，抗

がん剤の治療中の患者に用いられていたが，指先のし

びれる患者にとって苦痛度が高いこと，一定の冷却温

度を保つための取り換えが大変であること，効果も人

によることが臨床現場の実感としてあり，100%実施し

ているわけではないとのことであった。 

写真５．キュリー病院の入り口と一般病室 
 
 
Ⅴ．病院内でコメディカルや美容の専門家によって 

行われる外見のケア 

 

１）デルモピグモンタシオン（Dermo-pigmentation） 

キュリー病院では，デルモピグモンタシオンという

皮膚組織への色素沈着術が院内で受けられるようにな

っていた。別名，タトゥアージュとも呼ばれ，眉やま

つ毛の脱毛をカモフラージュするためのアートメイク

（刺青の一種）である。キュリー病院でこの施術の導

入（月 3 回）を積極的に進めたのは，現場で患者の苦

痛を身近に感じている看護部長であった。 
 今回，自身がタトゥアージュテクニックを習得して

広めたいと考えている元看護師の話をうかがった。彼

女は看護師の仕事に従事していた際，1.5 年の研修期間

をもらいエステティック（髪以外の美容の国家資格）

を学んだのを契機に，シミオタトワージュ（化学療法

のためのアートメイク）を実施したいと民間資格

（Dermopigmentation esthétique et corrective：美容

と修正のためのアートメイク）を取得した。この手法
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は，初回に情報提供，2 回目に色で眉を描き，３回目

に初めてタトゥーを実施する。さらに 1 ヶ月後に修正

するという意味を込めて，Corrective（修正）と命名

している。実際は，抗がん剤で脱毛した患者の眉やま

つ毛に色素を入れるもので医療的な目的で行われる。

しかし，認定された国家資格ではないため，公には刺

青師であり，医療の世界では，有料で提供することが

できない。この点について元看護師は，重要な患者サ

ポートであり，病院で実施する乳輪タトゥアージュが

増加してきたことに鑑みて，看護師の仕事にするべき

だと考えている。技術的には，身体部位には生涯持続

するようなインク，眉は 3 年ほどで消えるようなイン

クを薄めて用いる。施術自体に痛みが伴うので，あま

りに早く消える施術ならやらない方が患者のためであ

る。化学療法中でも，免疫力が戻っていれば可能であ

り，問題となるのは患者の心理的安定性の確保である。

無理に勧めても良いイメージをもてないことも多く，

他の方法で眉の脱毛に対処可能な人はそれによるべき

である。 
なお，一般にアートメイクは，エステサロンでパー

マネントメイクアップとして実施されている。アイラ

インは 250 ユーロ，その他は 260～380 ユーロ程度で

ある。 

 
写真６．マーシャン元看護師（左）とキュリー病院の 

がん患者に対するアートメイクの実際

(http://www.curie.fr/upload/presse/dermo-pigmentation-Curie.) 
   
 
 
 

２）ルルッキング（Relooking） 

ポンピドー病院の看護師が始めた活動は，外見を元

に戻すためのルルッキングである。週 1 回火曜日，一

人の看護師がルルックーズ（Relookeuse：ルルッキン

グを実施する人）として，ウィッグ・帽子・スカーフ・

様々な色の布・アクセサリー・化粧品・人工乳房の入

ったワゴンを押して腫瘍科の病室を訪問（1 日に約 7
名・男女比は 3：7）する。「病気に対する 初の勝利

は，病人っぽく見えないこと」をモットーに，患者の

枕元に鏡を置き，その人に合った装いを提案している。

持参したパソコンに入力した様々な髪型の写真を合成

して，治療中の対処方法の指導だけでなく治療後の新

しい自己イメージを作って行く。 

 
写真７．ロールアレイ看護師兼ルルックーズ（右）と

入院中のがん患者への指導（左） 

 
ルルッキングの活動を始めた頃より同僚の関心や看

護学部生の論文が増加し，医師も患者を紹介するよう

になっている。また患者も，新しい治療法で副作用が

ひどくなってきたことや，この活動に対する情報が広

まったことから，現在は，こちらが提案したものを全

て受け入れてくれるようになってきている。患者に希

望をもってもらうことを第 1 に考えている。 
2001 年から，がん領域で働く看護師を対象としたイ

メージコンサルタントの研修会を企業の補助金を得て

実施している。研修テーマは，①外見への副作用②メ

イク方法③洋服・体型への合わせ方（例：首のカバー，

身体のサイズの測定方法）の３つである。現在は患者

への施術は無料だが，いずれ社会保障の対象に入れる

べきだと考えている。 
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３）個人の外見に関するアドバイス（Le Conseil en 

image personnelle）  

グスタフルーシー病院では，イメージコンサルタン

ト兼ソシオエステティシャン（準国家資格：医療・福

祉で働くための教育を受けたエステティシャン）が，

患者の自己イメージの改善のために活動している。彼

女は，医師や看護師の求めに応じて，患者に対するカ

ラーアドバイスを中心にした個別相談やソシオエステ

ティックによる美容ケアを行う。イメージコンサルタ

ントとは，服装なども含めて個々の患者に合致したト

ータルなアドバイスを提供することで，治療によって

変容した自己イメージを改善して安心して病気と闘え

るよう支援する。また，ソシオエステティックも，脱

毛・皮ふ変色などの局所的な副作用対策のみならず，

専門的なエステティックケアを通じて病気と身体のバ

ランスをとって行くことを促進する。 

Institut Gustave‐Roussy

 

写真 8.グスタフルーシー病院 

 

４）エステティック（ソシオエステティック） 

キュリー病院にも，グスタフルーシー病院にも，ボ

ランティア団体（Cosmetic Executive Women）が部

屋を借り，エステティシャンが派遣されていた。CEW
は，美容関連企業の幹部によって構成される団体で，

苦悩する人に静かで穏やかなオアシスのような時間を

贈るため，病院にエステティシャンを派遣している。

エステティシャンは，CEW から賃金をもらい，1 日約

６～7 人の患者（一人約 1 時間）に施術をする。 
派遣当初は院内の認知が低かったエステティシャンも，

医療スタッフに積極的にコミュニケーションをとるよ

うにし，信頼関係ができて以来，紹介者は，圧倒的に

看護師が多い。今は，看護師も美容ケアの重要性を認

識するようになっている。施術内容は 6)7)，顔のエステ

ティックマッサージ（61%），メイクアップ(12%)，マ

ニュキュア(11%)，顔の脱毛(10%)，フットケア(4%)，
頭と首のマッサージ（1%），背中のケア(1%)であった。

対象患者は，キュリー病院の約 50 床が乳がんで占めら

れているため，圧倒的に乳がん患者が多いものの，

近は，消化器，皮膚，小児のがん患者も増加している。

対象年齢は４～5 歳から受け付けており，年齢制限は

ない。小児の場合は，スキンケアをすることもあるが，

イベント的な変身メイクをすることで副作用が軽減し

たり治療に前向きになったりすることも多いとエステ

ティシャンは感じている。 
エステティシャンが患者と接するときには，自分と患

者との距離感に配慮し，言ってはいけないことを無意

識にも言わないように気をつける。自分自身が外の世

界との接触や自分の世界をもち，客観的に自分をみつ

めることができれば，上手に距離をとることができ，

自分のためにも患者のためにもなる。すなわち，この

分野のエステティシャンは，繊細さをもって人の話を

傾聴することができる能力が必要であると同時に，感

じたことを処理する強さも必要である。また，自分の

中で動揺したり迷いが生じたりする危険を避けるため

には，死に対する肯定的な考え方をしっかりもってい

ることも重要である。具体的には，必ず医療スタッフ

と話し，心理的なつらさを含めて状況を共有すること

や，年に 3 回のソシオエステティシャン研修に参加し

て，臨床心理士などから講義やワークショップを受け

るようにしている。他の病院でもこのような研修は必

要である。

  写真 9. 院内で患者に実施されるエステティック 
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５）ラビドゥプリュベル講習会(La vie, de plus bell…) 

キュリー病院でも，グスタフルーシー病院でも，「よ

り素敵な日々を（La vie, de plus bell…）協会」に

よる２時間の患者向け教育研修会が行われていた。こ

のプログラムは，美容ボランティアから，患者が抗が

ん剤治療の副作用に対処するための具体的なケアやウ

ィッグの扱い方，メイクアップ方法などを学ぶことを

通じて，治療中も自尊感情や QOL を維持しようとする

ものである。1981 年にアメリカ（look good…feel 
better）から始まり，世界 18 カ国に広がって，フラン

スにも 2001 年に協会が設立された。現場でプログラム

を実施しているのは，美容師やエステティシャンで事

前研修を受けた者である。キュリー病院では，2010 年

は年 18 回（月１～2 回の火曜日）が予定されていた。 
 
６）オンコエステティック（L’onco-esthétique） 

キュリー病院では，オンコエステティック（がん患

者のためのエステティック）という新しい概念が，院

内の雑誌などに用いられていた。これは，キュリー病

院の看護師たちが，院内で実施されている美容ケア

（CEW や La vie, de plus bell…の活動）の意義を評価

して，命名したものである。ボルドエギモンジャ（Borde 
-Eguimendya）看護師長らは，医療者の会合や化粧品

会社の研究所が主催する研修会に参加して美容ケアの

効能を訴えた。内容は，上記４・５と同じであるが，

他の活動と異なり，医療者主導でその効能を訴えよう

としたところに，大きな意義があるといえる。 
 
 

Ⅵ．患者会による外見のサポート 

 

 フランスには多くの患者会があり，活発に活動して

いる。例えば，大きな団体（La ligue）では患者の自

宅訪問など個人向けのサポートのみならず，国に働き

かけて肺がん予防のイベントを小学校教育の中に取り

入れたり，がん治療に取り組む研究者に研究資金を援

助したりするなど長期的ながん撲滅活動も積極的であ

る。 
 患者会エタンセルは，2004 年設立当初，乳がん患者

のサポートに特化していたが，2006 年から全ての女性

がん患者に対して門戸を開いた。活動内容は，看護師

による相談や患者のグループカウンセリング，アート

セラピー，ファイナンシャル相談などの８種類の相談

会を実施しているほか，美容や健康面でのサポートに

も力を入れている。例えば，週２回のエステティック

やダイエット相談，リフレクソロジー，指圧，太極拳

などのプログラムも７種類用意されていた。 

 
写真 10．患者会エタンセルが市から借りている建物 

 
加えて，月１回の割合で，ウィッグやアクセサリーの

相談会（販売はしない），乳房再建についての相談会，

３か月に１回の割合で，人工乳房の説明会があり，お

よそ外見に関する相談が受けられるようになっている。

設立から５年以上が経過して事務局長が感じる変化は，

「悲しい人」が少なくなったことである。自分がイニ

シアチブをとって患者会に来ること，つまり，積極的

に外の世界に関わることは，それ自体が自分を豊かに

変えていくことになる。外見のケアは，社会に参加し

てゆく手助けの一つになると位置づけている。 
 

 
写真 11．エタンセルの中のエステルーム 
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Ⅶ．おわりに 

 

筆者は，1996 年~1998 年のフランス滞在以来，フラ

ンスにおける医療，とりわけ患者の QOL や外見の問題

の扱い方に関心をもち，2001 年，2003 年，2006 年，

2010 年と，調査を実施してきた。病院が教会から始ま

ったという歴史や伝統的なキリスト教精神をベースに

したボランティア活動，寄付制度などを社会背景に，

患者の QOL は豊かに支えられているといえる。本稿で

は触れないが，ウィッグメーカーの中にも，アニイダ

ブレー（ANY D’AVRAY）のように患者の語り会

（Groupes de paroles）や美容講習会(Atelies Beauté)
を実施しているところもあった。アートメイクやリラ

クセイションを目的としたエステティックマッサージ，

人工乳房，メイクアップ指導も，患者の QOL 向上活動

として取り組んでいる。 
外見の変化に対する 初の情報提供者は医師や看護

師であり，日本と同様のシステムであったが，今回，

医療に関わる美容専門家や施術内容のバリエーション

が以前より増加していることがわかった。それと同時

に，例えば，イメージコンサルタントとルルックーズ，

ソシオエステティックとオンコエステティックなど，

類似した概念も増えているため，今後は淘汰され整理

されてゆくと予測される。そして着実に医療分野にお

ける美容ケアが広がりをみせる一方で，美容専門家の

関わりに対する報酬の問題が今後の課題となっている

ことがわかった。また，乳房の再建術や予防切除術に

関連する心理的問題は，どのように術式が進んだとし

ても，将来，日本でも大きな問題になり得る。しかし，

日本は，ようやく 2006 年に乳房再建術の一部が保険適

応になり，遺伝外来も設置され始めたばかりなのが現

状である。一部の病院で外見のケアに関する取り組み

が進むなど，少しづつ変化してきているが，改めて，

日本でも広めて行く必要性や，美容ケアの可能性を認

識した。 
後に，今年から，がん患者に対する大規模な美容

の介入効果実験を開始するというグスタフルーシー病

院のアミエル博士とドウシー博士と，今後も研究結果

の交換や議論を重ねて行こうと約束をしたことをここ

に明記し，自戒として研究を継続して行きたい。 

 
写真 12. 筆者とアミエル博士（中央）とドウシー博士 
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病院資料 

１）グスタフルーシー病院 
（ Institut Gustave Roussy：39 rue Camille Desmoulins 

94805 Villejuif）臨床（病院）・研究・教育の３部門から

なるヨーロッパ 大のがんセンター：病院部門は 368
床，新規登録患者数年 10,711 人，外来実施件数 14.2
万件，研究部門は 14 ユニットに分かれ，研究者 300
名，教育部門は年 2600 人の研修生，4200 講義（2007
年）    
２）キュリー病院 
（Institut Curie：26 rue d'Ulm 75248 Paris）研究部門と病

院部門からなり，とりわけ乳がん治療で有名：354 床

（+43 床：24 時間未満病床），新規登録患者数年 7,765
人 外来実施件数 16 万件(2009 年) 
３）ポンピドー病院 
（Hopital Europeen Georges Pompidou：20, rue 
Leblanc75 Paris）2000 年にパリの４つの公立病院が

統合されて設立：758 床（+69 床：24 時間未満病床） 
４）アメリカ病院 
（L’ Hôpital Américan：63,Bd Victor Hugo 92202 
Neuilly-sur-Seine）1910 年アメリカの基金により設立

され，社会保険償還率 20%（それ以外は私的保険でカ

バー）という特別な私立総合病院：187 床 
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４）患者会エタンセル 
（Etincelle：27 bis avenue Victor Cresson 2130 
Issy-les-Moulineaux）女性がん患者のための患者会 
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