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対がん
協 会

2007年
（平成19年）
６月１日（毎月１日発行）

受診率向上委が初会合

がん検診・受診率向上委
員会メンバー（敬称略・カ
ッコ内は支部とブロック）
中野許子（岩手＝北海道・
東北）
、塚越克己（埼玉＝
関東・甲信越）
、長谷川よ

日本対がん協会のがん検
診・受診率向上委員会は５
月９日、東京・有楽町の対
がん協会本部で第１回会合
を開き、委員長に藤田純

する。対がん協会支部は勝
てない」など現場の厳しい
情勢が報告され、「結局、
法制度で縛らない限り現状
は改善しない」という声が

が責任を持って把握する必
要性が強調された。
受診勧奨では、
「受診率
が上がれば医療費が下がる
という試算を示す」
「関心

し江（愛知＝東海・北陸）
、
須賀富士男（兵庫＝近畿）
、

子・香川県支部事務局長を
選出した。
冒頭に対がん協会の関戸
衛事務局長が、
「がん対策
基本法が施行された追い風

相次いだ。目標となる受診
率については、国や市町村

のない人にこそ啓発が必要」
など様々な提案が出された。

戸衛、三船剛由、宮本修、
黒岩由香利

特定健診ネット事業で勉強会
対がん協会単独支部の担当者

を生かして受診率向上の方

藤田純子（香川＝中国・四
国）
、崎村正一郎（長崎＝
九州・沖縄）
、▽本部＝関

定な部分が多いが、現段階
での情報に合わせて、
「特
定健診がベースのシステム

策を検討したい」として、
①支部の検診を通して受診
推進に効果のある対策を選
び出し、対がん協会全体の
財産にする②日本全体、国

特定健康診査（特定健診）
が2008年４月から実施さ
れるのを前に、ネットワー
ク事業をテーマにした勉強
会が４月24日、日本対が

勉強会は、これらの事業
へどのように取り組むかを
考えるためのもので、結核
予防会のシステムを開発し
た㈱「NTTデータ」の担

だが、地域性に合わせたが
ん検診の特殊性にも気配り
しながら、徐々にがん検診
に役立つようにしたい」と
メリットを強調した。

民全体の受診意識向上に向
けてのアピール③現行のが

ん協会単独支部の担当者を
集め東京・有楽町の協会本
部で開かれた。
この事業では、結核予防
会が各県支部と連携したネ

当責任者を講師に招き、北
海道、岩手、宮城、新潟、
福井、京都の各支部から担
当者が参加した。
NTTデータの窪寺健氏

事業への取り組みは今後
の支部のあり方に大きく影
響するため、参加者から多
くの質問がでた。特定健診
への参入を好機として、が

ットワーク事業を設立、対
がん協会にも協力・提携を
呼びかけている。また、予
防医学事業中央会もネット
ワークを構築しつつある。

は、特定健診・特定保健指
導の方向性を示しながら、
システムの開発スケジュー
ルや仕組みを説明した。特
定健診への取り組みは未確

ん検診によい影響を期待す

ん検診制度改革への提言、
の３つの目標を委員会の課
題として示した。
支部代表の委員からは、
「一般財源化以降、市町村
のがん検診に対する消極姿
勢が目立つ」
「入札制で安
く、劣悪な検診業者が落札

4月から事務所を移転しました
日本対がん協会は４月１日から事務所を下記の通
り東京・有楽町のマリオン13階に移転しました。電
話やＦＡＸ番号も変わりました。
新住所：〒100−0006東京都千代田区有楽町2−5−1
有楽町センタービル
（マリオン）
13階

電話：03−5218−4771 FAX：03−5222−6700

がんホットライン：03−5218−4776

る積極的な意見と国の方向
をもう少し見定めるべきだ
という慎重な意見など、対
応はさまざまだった。
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アメリカ対がん協会訪問記
日本対がん協会会長
07年４月24日、ジョー

垣添 忠生
と。私は国立がんセンター

ジア州アトランタの郊外に
あるアメリカ対がん協会本
部（写真）を訪問した。目
的は三つ。１）新しい日本

の病院長、総長時代から、
一貫して現場主義をとって
きた。すなわち、
「何か問
題があったら直ちに現場に

対がん協会会長として、ジ
ョンとキャロル・セフリン
会長夫妻と再会し表敬する
（次ページ写真）こと（キ
ャロル・セフリン夫人は昨

急行し、観察し、考え、行
動する」という考え方は今
回の場合も違っていなかっ
たと思えた。アメリカ対が

年の日本癌治療学会で患者

いつでも、どこでも、
がん患者・家族を支援

ポーテーション・サービ
ス、つまり、患者さんが自
宅から病院に行き、治療を
受けて自宅に帰るすべての
行程をボランティアが運転

さんを含めた市民公開講演
会で講演している。ジョ
ン・セフリン会長は05年
に日本対がん協会を表敬し

ん協会は30年かけて現在

協会本部を訪問された高山

とエスコートを切れ目なく

ている）
。２）アメリカ対
がん協会の本部はどんな所
で、どんな活動をしている
か、を見聞する。特にコー
ルセンターと資金の集め方
について知ること。３）今

のような巨大な組織を作り
上げ活動している。だが、
そのコールセンターひとつ
をとりあげても、10年前
に10人のスタッフで日中
のサービスだけで開始した

昭三常務理事、関戸衛事務
局長の訪問記が対がん協会
報の05年６月号に掲載さ
れている。ACSはその頃
よりもさらに活動を強化し
ているように思われる。

提供する手配をしていた。
それも患者さんの地域ごと
にボランティアが登録され
ていて（ドライバーの多く
は退職した人だという）、
○月○日の○時〜○時を誰

まで、日本対がん協会が行
っていなかった、患者さん
のためになる新しい活動
を、アメリカ対がん協会は
何か展開しているだろう

のが、現在は450人のスタ
ッフで365日、24時間のサ
ービスを提供するに至っ
た。彼らも最初はそろそろ
と歩き出すことの重要性を

第二に、コールセンター
の内容だが、当初はがんに
関する情報提供からスター
トして、現在は、経済問題
の相談、寄附を希望する人

がどうカバーするかを電話
でアレンジしている現場を
見ることができた。こうし
た活動を見聞した、アトラ
ンタの本部近くの別の建物

か？ を知ること。
今回の訪問はわずか半日

強調していた。現場を見る
こと、その活動や歴史から

に対する案内、臨床試験に
関する情報提供、などあら

だったが、期待以上の成果
があった。まず第一は、現

得られる新鮮で強烈な刺激
は何にも代え難い経験だっ

ゆる患者サービスを展開し
ている。例えば患者サービ

場をしっかり見られたこ

た。かつてアメリカ対がん

スの一環として、トランス

の中のコールセンターは小
規模だったが、テキサス州
オースチンにある米国最大
の対がん協会のコールセン
（３面へ続く）

煙のための準備をし、残り

が功を奏している。成功者
の35.2％が薬剤を使用、こ

をモットーにした第18回

の４週間で完全に禁煙す

のうちニコチンガムが

開催されるが、
５月31日か
ら６月30日まで参加を受
け付ける。申込方法は、参
加料4000円（消費税込み）
を郵便振替（振替番号・

らくらく禁煙コンテスト
（日本対がん協会主催）は、
昨年12月から今年１月に
かけて1376人が参加して
行われ、３分の１の460人

る。６週間の期間中、３回
のレポートを提出し、４週
間の完全禁煙を達成した参
加者には「成功者証」と記
念品が贈られる。

75.3％、ニコチンパッチは
19.1％だった。完全禁煙達
成者があげる成功の秘訣
は、家族や職場の理解や励
まし、吸わないための望ま

00120-2-710015／加入者
名・株式会社 法研）で振
り込む。振込票の通信欄に
「教材送付先の郵便番号、
住所、氏名、電話番号」を

今回の参加者にアンケー

しい環境作り、仲間と一緒

明記。問い合わせ先は法

ト調査した結果、
「１か月
以内にやめたい」と思って
いた人や第１週目レポート

で競争心があった、など。
同コンテストは今年も７
月18日から８月28日まで

研・らくらく禁煙コンテス
ト事務局（電話：03-35627673）へ。

３分の１の460人成功
らくらく禁煙コンテスト
「手軽に、楽しく禁煙を」

が禁煙に成功した。
同コンテストはテキスト
「賢者の禁煙」を読み進め
ながら、最初の２週間で禁

提出者の半数以上が成功し
ており、やる気や真面目さ
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アメリカ対がん協会訪問記
日本対がん協会会長

ター、National Cancer

垣添 忠生

にあるエモリー大学に通院
して治療を受けるのを助け
る宿泊施設も見学させても
らった。マクドナルド・ハ
ウスの大人版といったとこ

知らなかった。
以上、私が今回見聞した
事実のほんの一端を淡々と
記してきた。私の最終感想
は次の三点に尽きる。

ろで、患者さんが家族と共

１）米国は真に豊かな国で

に、ホテル以上の設備が無
料で利用できる。私が見学

ある。２）アメリカ対がん
協会の活動を支えるものは

したホープロッジは36室個

豊かな資金（現在1,200億
円／年）
、それを集めるた

豊かな資金が支えに
強力な集金の仕掛け

Information Centerのス
タッフとはテレビ会議を通
じて議論し、多くを知るこ
とができた。コールセンタ
ーの担当者は研修を計9週

されるような自殺念慮、絶

室があり、常に待機患者さ

めの強力な仕掛け。
３）
その
さらに底にあるものとして
の、
国民の寄附
（donation）
に対する考え方とボランテ
ィア精神。
「いつでも、ど

受けて実務に入り、さらに
適宜、知識やスキルの更新
を受けている。
１日に平均3,000コール
を受けており、さらに10
月の乳がん月間、３月の大

望などきわめて厳しい内容
のものが多く、時には電話
を警察にも同時につない
で、自殺を踏みとどめると
いった必要もあるとのこ
と。米国は巨大な国だから

んがいるという。常勤スタ
ッフは３人のみで、他は受
付から料理から庭掃除まで
すべてボランティアが運営
している。そしてこの森の
中の家といった豪華ホテル

こでも、がん患者さんや家
族を、あらゆる形で支援す
る」
という高い目標を掲げ、
それを次々に実現している
アメリカ対がん協会の活動
は実に刺激的だった。これ

直腸がん月間、11月の禁
煙月間などには、電話数は
跳ね上がり、通常月間の
30%増になるという。すべ
ての相談が無料で、時間制

ハワイなどとの時差はどう
調整しているか、これは聞
き漏らした。
電話だけでなく、最近は
emailも月に4,000本近く

並みの二階建ての木造施設

ほどのものは実現できなく

がすべて寄付金で作られた
とのこと。
現在、米国には同様のホ
ープロッジが 2 4 棟あり、

とも、日本対がん協会も日
本的なやり方を模索するこ
とによって、厚生労働省と
国立がんセンターが国の立

限なく、時には1.5時間も
相談に応じるとのこと。夜
間にかかってくる内容は量
的には全体の約３％だが、
クライシス・コールと表現

受けていて、２日以内に文
字で返事を返している。
第三に、ホープロッジと
いう、本部近くに作られた
患者さんや家族が、向かい

今後5年間にこれを50棟に
する予定という。アメリカ
対がん協会が患者サービス
としてここまで徹底して活
動をしているとは私は全く

場で実現する政策に呼応し
て、民間の立場で協力でき
る数多くの仕事が待ってい
る！ と強く感じて帰国の
途についた。

受診率、「国にもっと要求を」

広域連携体制を模索する提

ブロック
代表者会議

職域検診で広域連携も模索

案もあった。
代表委員は次の通り（敬

説明があり、論議した。

経って存在意義が問われて

称略）
。
東北・北海道＝蒔苗時雄

代表者会議が５月 1 7 日、
東京・有楽町の対がん協会

この中で、受診率向上対
策については、
「厚生労働

本部で開かれた。
本部側から平成19年度
の事業計画、50周年のア

省は何年も前から同じこと
を唱えているが、一向に効
果がない」
「行政主導でや

いる」と具体的な行動の必
要性が強調された。
また、商工会議所との連
携事業の関連で、事業所が
多地域にわたる職域検診に

（青森県支部）▽関東・甲
信越＝岡英夫（群馬同・今
回は欠席）▽東海・北陸＝
村田仁海（石川同）▽近
畿＝内村和博（京都同）▽

クションプラン、支部扱い
寄付の活用、受診率向上委
員会、公益法人改革対策、
特定健診会議などについて

らなければ、受診率は上が
らない。国にもっと強く要
求すべきだ」との意見が相
次ぎ、
「対がん協会も50年

ついて、
「近県支部やブロ
ック内でネットワークを組
んで検診車や保健師などを
互いに活用できないか」と

中国・四国＝丸瀬和美（鳥
取同）▽九州・沖縄＝古川

日本対がん協会ブロック

俊英（佐賀同）▽本部推
薦＝千葉洋志（岩手同）
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保健師・看護師研修会 講演要旨
３月12、13日に行われ
た日本対がん協会主催の第

会（写真＝次ページ）での
講演要旨は次の通り。

30回保健師・看護師研修

（文責・編集部）

がん検診（市町村事業）について
厚生労働省老健局老人保健課

森川 博司氏

たり、悲しんだり、あるい
は苦しんだり、困ったりし

いる。あるいは地域社会に
おいて非常に困っている。

ているかという一番大きな
治療面というものは、療法
から外れてしまっていると
いうのが今の科学だ。

人間みんなだれだって生き
ていれば、いろいろなこと
が起こる。その起こってい
る問題に関して、チェック

現在、厚生労働省が示し

腸、胃、肺について検診の

そこで一番大事なのはナ

したり、話をしたりできる

たがん検診の指針に定めら
れているのは、胃がんは
40歳以上を対象に年に１
回、
方法は問診とＸ線検査、
子宮がんは20歳以上の女

ガイドラインが作成されて
いる。精度の低い検診には
見落としや偽陽性など問題
点があり、第８回がん検診
に関する検討会によって事

ーシング。温かい手を添え
て、じっとしている。痛か
ったら黙って手を持ってい
る。これががんの看護。た
だし、ぼんやり傍観してい

というのはナース以外には
ない。
治しているのは人間だと
いう時代に急速に移ってい
る。１本の注射、１服の薬

性で２年に１回、問診、視
診、子宮頚部の細胞診及び
内診、肺がんは40歳以上
で年に１回、問診とＸ線、
喀痰細胞診、乳がんは40

業評価の手法が定められ
た。
それによると事業評価の
視点として、検診実施機関
の体制確保や実施手順に関

るのではなく、自分の経験

で治る時代はもう終わって

と十分な知識を持ちなが
ら、この人は何を悩んでい

いる。もちろんそれは大事
だけれども、治す、治せな

るかということに対してア
プローチできるのは看護だ

いを最終的に決めているも
のは、医師の情熱であり、

歳以上の女性で２年に１
回、問診、視触診とマンモ
グラフィ、
大腸がんは問診、
便潜血検査の５つ。これ以

するプロセス評価と受診
率、要精検率、がん発見率
など実施結果に基づくアウ
トカム評価をあげ、また、

外にも市町村独自で行われ
るものがあり、とくに前立

国や県、市町村、実施機関
それぞれについて実施すべ

け。このメンタル面に関し
て、最も患者、あるいは患
者になる危険性が当然うん
と高くなっているある年齢
層の人たちに安心を与え、

看護婦の看護である。この
二つがミックスしなくては
とてもではないけれども、
助かるものではない。人間
が病んでいる。病気を持っ

発がんという不幸な事態を

ているものが病人ではなく

腺がんが多い。
しかし、いずれの検診も
受診率は30％にも及ばず
低い水準に止まっている。
指針といっても、あくまで

き役割が示された。
現在、実施されているが
ん検診については、①受診
率が低い②死亡率減少効果
の観点から実施方法や対象

うんと遅らせる。そういう
ようなことは、その人との
人間関係の話し合いの中だ

病んでいるからこそ病人な
のだ。ここら辺のところを、
もう嫌になるくらい十分に

けでできる。家庭がもめて

ご理解いただきたい。

厚労省の老人保健課長通知
という形で、絶対守らなけ

年齢に問題がある③精度管
理が不十分、などの課題が

ればいけないというわけで
はない。

あり、がん検診検討会で現
在も見直しが行われてい

がん検診の本質は「有効
な検診を正しく行う」
こと。
「有効な」というのは死亡
率減少効果のエビデンスの
あるもの、
「正しく」は精
度管理をきちんと行うこ
と。有効性については、大

る。
今後のがん検診は、医療
制度改革に伴う見直しで、
平成20年度から健康増進
法に基づく事業に移行する
が、引き続き市町村が実施
することになっている。

がん看護をめぐって
医事評論家
遺伝子をめぐるアプロー
チというのはものすごく
て、がんの世界を変えてい
る。もう論文の大半が遺伝
子構造。在来医学ではほと
んどなくて、理学系の問題

行天 良雄氏
にどんどん移ってしまって
いる。
そこで抜けてくるものは
何かといったら、かかって
いるのは人なので、人がど
んなにそれに対しておびえ

山形県の検診受診率と支部の検診事業の取組み
山形県結核成人病予防協会事務局次長

松田 信朗氏

山形県の受診率は飛び抜
けて高い。山形県支部は検
診車を使わず施設検診で、

位だ。過去10年の推移を

大型バスで受診者を迎えに
行っている。検診だけでな

昨年、がん検診検討会で
山形県が胃がん検診受診率
の高さを説明した。その中
に、
「全世帯に検診申込書
を配布する方法が受診率向
上につながる」とあるが、

く常に施設に来てもらえる
よう工夫している。こうし
た施設が県内に５ヵ所あ
る。お金があるといわれる

みると壮年層の受診率が低
下してきている。

がお金がないから施設でや
っている。検診車は高くな
っているうえ更新しなけれ
ばいけない。施設の方が耐
用年数が長い。

市町村にとってこれをする

山形県の胃がん検診受診
率は42.3％（16年度）で２
位の岡山県との差は15.2％
もあるが、死亡率は全国２

サービスをする。外回りが
できなくなって余裕のある
人員を利用して読影や血液
（５面へ続く）

のは大変だ。
冬季も施設で検診をやっ
ている。また、値段を安く
することもしない。重厚な
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検査などの時間を大幅に短
縮する。なぜ検診車がない

るには国策として対象者を
調べる必要がある。

か、といえば、行き帰りの
時間のむだが無くせる。時
代は変わっている。検診車
で受診したい人は減ってい
ると考える。

山形県支部では年度当初
に市町村が行う検診申込調
査を無償で請負っている。

った。このうち約３分の１
の53人が動機づけ支援や

ある。腹囲測定は測りにく
く、
かなり誤差があるほか、

情報提供レベルに下がった。
全体でも主な検査項目で６
割以上に改善がみられた。
以上のことから、今後の

拒否者に対し説得やブース
の確保など工夫がいる。
このほか、千葉県全体の
事業として、判定基準によ

課題として、結果報告書は

ると真のハイリスク者を見

手渡しを心がけたが、最終
的に90人は郵送となった。
保健指導日はなるべく早く
設定し受診者が興味を持っ
ている間に実施する必要が

落とす可能性があること、
保健指導について住民に周
知徹底せず認識のずれがあ
る、保健指導のスタッフ確
保、
などの問題点があった。

在宅医の早期参加による在宅緩和医療について
千葉県がんセンター緩和医療科部長

渡辺

敏氏

こうしたことからほとんど
の市町村で同調査が行われ

在宅緩和ケアについて
2004年７月に厚生労働省

は、治療側が痛みなどに意
識が向いてないことや、患

るようになり受診率向上に
つながった。
山形県支部は県、市町村、
医師会とうまく連携してい
る。地域住み分けし受診者

が行ったアンケートによる
と医療側と一般患者の考え
にずれが見られる。治る見
込みのない患者は何処で療
養するかということに対
し、医療側は在宅を、一般

者側も治す治療を望み、緩
和ケアは敗北だと思ってい
ることがある。
在宅の抗がん剤治療は患
者側も継続の意志を持って
いるし、がん治療に参加を

擴氏

は病院をあげている。一般
がなぜ自宅以外の療養を求
めるかというと、
「介護の
家族の負担が大きい」や
「緊急時に迷惑かける」
「痛

希望する在宅医も結構いる
ので底辺を広げる意味でも
推進したい。ただし使い方
が難しいので安全性などの
指導が必要になる。

平成20年度の特定健診
に先立ち「メタボリックシ
ンドローム対策総合戦略モ

支援390人、動機づけ支援
365人、情報提供600人だ
った。保健指導は積極的支

みで苦しむ」などの懸念が
ある。
こうした問題を在宅緩和

地域拠点病院について
は、院内に在宅支援センタ
ーや患者相談室を作って支

デル事業」が福岡、富山と
千葉の３県で行われた。千

援者を対象に213人に行っ
た。要した時間は延べ41.5

ケアは解決していかなけれ
ばならないが、家族ができ

援・相談体制を充実すると
ともに、患者側の意識改革

葉県では３町と１健康保険
組合の４か所で行われた
が、当財団が参加した九十
九里町について報告する。
九十九里町は人口１万
9444人、高齢化率も国保

時間で、保健師、看護師ら
延べ84人が関わった。こ
の213人には運動・栄養指
導も行った。
動機づけ支援者には運
動・栄養指導の体験教室案

る部分を増やす方向で支援
などを考えていかなければ
ならない。
千葉県がんセンター緩和
ケア病棟での経験からも、

が必要で患者団体やＮＰＯ
などの協力も必要。
在宅緩和ケアにとって在
宅医の介在しないものはな
く、スキルアップ研修やバ

加入率も高い。モデル事業

内を郵送したが参加者は１

緩和ケア側の介入が遅く看
取りになっているので、よ

ックアップ体制作りがカギ
となる。将来的には、普通

は昨年７月に40歳から64
歳までを対象に基本健康診

割程度だった。情報提供者
は健康相談の案内などを郵

査に加えて腹囲測定、ＬＤ
Ｌコレステロール、ホモグ

送した。
積極的支援者は11月下

り早期の介入が必要なこと
や自宅に近い地域中核病院
の連携やバックアップ、患
者は抗がん剤治療からなか

の在宅医が緩和ケアを実践
できるようにするのが目標
だ。
在宅緩和ケアの継続には

ロビンＡ１ｃ、尿酸、メタボに
関連する問診を実施した。
対象となった受診者は
1355人で、結果は積極的

旬から12月中旬にかけて
効果判定の中間検査をおこ
なったが、受診者は145人
と対象者の４割弱にとどま

なか離れられないので、在
宅でそれができるか、など
の問題点が浮かび上がった。
緩和ケア導入の遅れに

がん治療にから緩和的治療
へ、生命維持というよりは
苦痛緩和といった意識のギ
アチェンジが重要になる。

山形県の市町村のデータ
を調べてみると、受診対象
者の算出に誤りがあり、異
常に高い受診率になってい
る例があった。市町村の中
には議会対策などで圧力を
感じこうした誤りを犯す傾
向がある。受診率を論議す

を無理に増やすことはせ
ず、今あるお客を大切にす
るよう努力している。

メタボリック対策総合戦略事業を経験して
ちば県民保健予防財団経営管理担当部長

浅野
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鮮明画像で大腸検査
消化器＝国立がんセンター中央病院
国立がんセンター中央病院

三宅

2007年6月1日

患者から学ぶ姿感動
消化器＝愛知県がんセンター中央病院

基隆

国保中央病院

伯耆

徳之

私は昨年一年間、日本対
がん協会の奨学医として、
国立がんセンター中央病院
においてCT colonography
（シーティー コロノグラ

による技術の差の影響を受
けにくい、③他の腹部臓器
も同時に検査できる、④内
視鏡では見えにくいひだの
裏の病変も確認しやすい、

私は、大学卒業後一般市
中病院で消化器内科を中心
に勉強してまいりました。

器内科肝胆膵ミーテングや
放射線科、外科との合同肝
胆膵カンファレンス、内視

その中で消化器内科患者の
多くを占める癌について深

鏡部消化管ミーテングや合
同食道カンファレンス、胃

フィー）の研修・研究に従

⑤注腸検査では腸の重なり

事してまいりました。高度
な専門知識を持つスタッフ

などで分かりにくい部位で
も確認しやすい、といった

による指導を受け、豊富な
経験を積み、自身の検査・

利点があります。
本協会報でも以前、記載

く興味を抱くようになり、
癌専門病院で最先端の診断
と治療を経験したいと思う
ようになりました。
その際、
幸運なことに日本対がん協

腸カンファレンス、病理カ
ンファレンスなど、ほぼ毎
日ミーテングやカンファレ
ンスがあり日々忙しく過ぎ
ています。また当然ではあ

診断技術の向上に努めてま
いりました。
CT colonographyとは、
CT
（Computed Tomography）

されていたように、大腸癌
は日本で増加しつつある重
要な疾患です。大腸癌は腸
の内側の粘膜にポリープ状
や平坦な病変として存在す

会奨学医として平成18年
４月から１年間愛知県がん
センター中央病院でレジデ
ントをして研修の機会を得
ることができました。

りますが当センターは化学
療法についても積極的に行
っており、私も各種の臨床
試験にも参加し専門機関で
あるがんセンターでないと

を用いて大腸の病変を描出
可能にする、比較的新しい
検査方法です。簡単に説明
しますと、お尻から内視鏡
を入れる代わりに、空気を
入れ大腸全体を十分に膨ら
ませてから行うCT検査で

2006年度

奨学医レポート

得られないような経験もさ
せて頂きました。またその
忙しい中にあっても、どの
スタッフの先生方も、また
レジデントの先生方も全て
一様に熱心で、一例一例大

す。
このようにして得られた
データをコンピュータ処理
することにより、注腸検査
と同じような画像や、あた

ることが多く、病的意義の
高い５㎜大以上の病変は
CT colonographyで高い精
度で認識可能であることが
近年明らかにされてきまし

愛知県がんセンターは東
海地方全域から癌患者が受
診されますが、特に膵癌や
食道癌の患者は全国的に見
ても非常に多く来院されて

事にして患者から学びこん
でいこうとする姿には深く
感動しました。また、自分
達の行っていることを学会
で発表し、英語論文にして

かも内視鏡で大腸の内側を
観察しているようなバーチ
ャル内視鏡といわれる画像

た。
また、CT colonography
は欧米、特にイギリス、ア
メリカにおいて、注腸検査
に代わる検査として受け入

います。症例のシャワーを
浴びているような状況で、
当初その数の多さに驚きま
した。私は研修を消化器内
科部と内視鏡部で行いまし

世界に発信しようと頑張っ
ておられる姿には感動すら
覚えました。私にも色々な
学会で発表する機会と指導
を頂きましたが、諸先輩方

を見た時はその画質の高さ
に驚きを隠すことが出来ま
せんでした。
検査前の準備として下剤
を使って便などの内容物を

れられつつあり、日本でも

た。肝胆膵、消化管の診断

のそういった姿を今後の私

多くの施設で導入がすすん
でいます。今後は、大腸癌

と治療方針の決定を行い
（カンファレンスを経て）
、

の理想として精進して参り
たいと考えております。た

を含めた消化管検査の重要
な一翼を担うであろうと期

内視鏡治療、化学療法など
を施行します。日々のルー

だ頂いたテーマについて論
文がまだできていないのが

排出する必要があるのは内
視鏡検査や注腸検査と同様

待されています。

チン検査である上部下部内

今回、このような先端技

視鏡検査は両部の協力の下

心残りであります。
最後になりましたが、こ

です。内視鏡検査のように
粘膜の色調を確認したり、
実際に組織を取って確認し
たりすることは出来ませ

術を研修する貴重な機会を
与えて下さいました対がん
協会の皆様、また丁寧に指
導して下さいました国立が

に行われていますが、特殊
内視鏡検査や治療はそれぞ
れの部が分担して施行され
ています。ルーチン検査以

うした機会を与えていただ
いた日本対がん協会の皆
様、また忙しい中懇切丁寧
に指導してくださった愛知

ん。
しかし内視鏡検査や注腸
検査と比べて、①比較的侵
襲度が低い、②検査施行者

んセンター中央病院・検診
センターの先生方、技師の
皆様へ厚く御礼を申し上げ
ます。

外の特殊検査は担当医であ
るスタッフとレジデントを
中心に行っています。
ここでの一週間は、消化

県がんセンター消化器内科
部と内視鏡部の先生方やそ
の関係者の皆様には深く感
謝申し上げます。

を作り出すことが可能とな
りました。初めてその画像
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がん検診の利益・不利益理解を
がんに対する心構えは「知」と「情」
フォーラム

患者学入門

知っておきたいがんの知識
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されるだけでなく、気持ち
の準備である「情」がそろ
って心構えができることが
必要と説明した。
がんが心に及ぼす影響と
して抑うつと不安のストレ
スに見舞われるが、対処法

がん患者や家族を始め市
民のがんに対する意識・知
識の向上を目ざす第５回ペ

構え」とそれぞれ題して講
演した後、パネルディスカ
ッションが行われた。

は、偽陰性（がんの見落と
しによる治療遅延）
、偽陽
性（不必要な検査）
、過剰

イシェント・アクティブ・
フォーラム「患者学入門―
知っておきたいがんの知

祖父江氏は、がん検診の
本来の目的は、対象とする
がんによる死亡を防ぐこと

診断（寿命に比べ臨床的に
いみのない治療）や検査に
伴う合併症などを指摘した。

識」
（ジャパン・ウェルネ
ス、日本対がん協会主催）

にあり、
「がんを早く見つ
けること」だけが最終目的

合理的ながん検診の受け
方として、ガイドラインに

が５月19日、東京・赤坂
区民センターで開催された。
国立がんセンターがん対
策情報センターがん情報・
統計部長の祖父江友孝氏が

ではないとし、検診の利益
と不利益双方のバランスを
正しく理解することを強調
した。とくに、早期発見の
効果として生存率を評価す

沿って行われる対策型の集
団検診は利益が多いので推
奨されるが、それ以外の有
効性の確立されていない検
診は利益と不利益を勘案し

語り合うことで疎外感が薄
らぎ、他人の役に立つとい

「がんを早く見つけること
の意味」
、同センター東病
院臨床開発センター精神腫
瘍学開発部長の内富庸介氏
が「がんに罹ったときの心

ることにはがんの性質によ
ってバイアスがあり、有効
性は死亡率減少を見なけれ
ばならないことを説明した。
がん検診の不利益として

て選択することを示した。
内富氏は、がんに罹った
時、インフォームド・コン
セントとして、判断材料の
ための適切な「知」が提供

影響としては、性格や態度
はがんの罹患や進行に、ま
ったく関係ないこと、従っ

新 支 部 長
茨城 山口
巖（やまぐ

茨城・福井・徳島
３支部長が交代

任 寺坂智昭（支部長兼事
務局長）
徳島 支部長 川島周
県医師会長▽退任 中川利
一（支部長）

ランスがうまくとれない」
「がんになった家族にどう
接すれば」など、がん患者
と家族からの相談に応じ
る。同学会は今後も専門性

香川 副支部長 宮下裕
県市長会会長▽退任 新井
哲二（副支部長）＝６月１
日付

を生かして、心のケアに関
する情報提供など、より積
極的にがん患者と家族のた
めの活動を展開する予定。
相談は７月７日（土）午前

心の電話相談
７月７日開設

1 0 時から午後６時まで、
電話番号は0 3 − 5 2 1 8 −

ち・いわ
お）氏
筑波大学

日本対がん協会の新支部
長に、茨城県支部（茨城県
総合健診協会）は前筑波大

理事兼附
属病院長
を歴任。

学理事兼附属病院長の山口
巖氏が、福井県支部（福井
県健康管理協会）は前ふく

65歳。
福井 柳澤 義則（やなぎ

い農林水産支援センター理
事長の柳澤義則氏が、徳島

県支部（徳島県総合健診セ
さわ・よ
しのり） ンター）は県医師会長の川
島周氏が、それぞれ就任し
氏 県立
た。山口氏と川島氏は４月
図書館館
１日付、柳澤氏は事務局長
長、ふく
兼務で５月17日付。
い農林水
産支援センター理事長を歴
茨城 支部長 山口巖
任。60歳。
（筑波大学理事兼附属病院
徳島 川島
周（かわし
長）▽副支部長 泉陽子
ま・しゅ
う）氏

県保健福祉部長▽退任 橋
本昌（支部長）
、鈴木欣一

県医師会 （副支部長）
福井 支部長兼事務局長
長。
63歳。
柳澤義則（ふくい農林水産
支援センター理事長）▽退

日本サイコオンコロジー
学会は７月７日、日本対が
ん協会と共催で、がん患者
と家族の心の悩みに関して
の無料電話相談「こころの
悩みのホットライン」を開
設する。同学会員（精神科
医、心療内科医、臨床心理

として、過去に困難を乗り
越えた方法を思い出すこと
や周囲のサポートを求めて
家族や職場などのまず1人
に悩みを打ち明けることを
勧める。また、サポートグ
ループと一緒に情報を集め

うことも心の支えになると
いう。
心や行動ががんに与える

て無理に前向きになる必要
はないと指摘した。

4776、03−5218−4771。
訂正 2007年５月号７
面の「２年目リレー・フォ
ー・ライフ開花」の記事で、
国名が「ルクセンブルグ」
とあるのは「ルクセンブル
ク」の、
「在ルクセンブル
グ日本大使館」とあるのは

士、看護師）が、
「がんに 「在ルクセンブルク日本国
大使館」の、それぞれ誤り
なってつらい気持ちが続い
ている」「再発が心配だ」 でした。見出しとともに訂
正します。
「夜眠れない」
「気持ちのバ

（8）

（第三種郵便物認可）

対 が ん 協 会 報

2007年6月1日

30代から乳がん意識を
７月からＡＣ支援広告
日本対がん協会の乳がん
征圧運動が今年度も７月か
ら、公共広告機構（AC）
の年間支援キャンペーンに
採用され、テレビCMや新

のが狙い。
テレビＣＭは、明るい日
差しが差し込む自宅でアイ
ロンかけをする若いお母さ
んと絵本を読む幼い女の子

聞･雑誌の広告に登場する。
その撮影や録音がこのほ
ど、東京都内のスタジオで
行われ（写真）
、キャンペ
ーン作品が完成した。

のほのぼのとした情景をバ

秒と15秒の２種類があり、
いずれも早期発見で治る確

診を呼びかけている。
このテレビＣＭは７月か

局などで放映されるほか、
新聞や雑誌の広告なども掲

毎年多数寄せられるキャ

率が高いことを説明し、検

ら１年間、全国の各テレビ

載される予定。

ンペーン申請の中から、対
がん協会の乳がん征圧キャ
ンペーンは、３年連続で支
援対象に選ばれた。
制作を担当したのは株式
会社アサツー ディ・ケイ
で、テーマは「30歳をす
ぎたら乳がん意識を高めて
ください」
。30歳代から乳
がんの罹患率が大きく上昇
し始めるグラフをモチーフ
に早めの予防、検診を促す

ックに、乳がんの罹患率グ
ラフを強調している。30

愛車で乳がん征圧アピール
ピンクリボン・マグネット
乳がんの早期発見、早期診断、

って支援活動をアピールする。
ピンクリボン・マグネットは
縦20センチ、横10センチで、

早期治療の大切さを伝えるピン
クリボンの車用マグネット（写
真）がこのほど発売された。
リボンマグネットは米国で社
会貢献活動を支援する証として
全土に普及している。購入金額

「HOPE for a CURE」
（完治の希
望を持とう）という言葉と日本
対がん協会の英字表記が入って
いる。１枚1785円（税込み）
で、売上金の一部は対がん協会
の「乳がんをなくす ほほえみ

の一部がチャリティ活動に充て

基金」に寄付される。全国のカ
ー用品店などで販売。

られ、購入者は愛車にそれを貼

