
　日本対がん協会は、がんに関する不安、日々の生
活での悩みなどの相談（無料、電話代は別）に、看護
師や社会福祉士が電話で応じる「がん相談ホットライ
ン」（☎03−3562−7830）を開設しています。祝日を除い
て毎日午前10時から午後6時まで受け付けています。
相談時間は1人20分まで。予約は不要です。

　日本対がん協会は、専門医による面接相談および
電話相談（ともに無料）を受け付けています。いずれ
も予約制で、予約・問い合わせは月曜から金曜の午前
10時から午後5時までに☎03−3562−8015へ。相談の時
間は電話が1人20分、面接は1人30分（診療ではありま
せん）。詳しくはホームページ（http://www.jcancer.
jp/）をご覧ください。
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主
な
内
容

６面　奨学医レポート
７面　若いママや女性たちが浴衣で
　　　子宮頸がん啓発
７面　親子で学ぶたばこの害

１部70円（税抜き）

　日本対がん協会は９月１
日付で、2013（平成25）
年度の朝日がん大賞を、札
幌医科大学元学長で北海道
対がん協会の菊地浩吉会長
（81）に贈ると発表した。
　また、日本対がん協会賞
は６氏と２団体に決まっ
た。両賞の受賞者は、９月
13日に北海道札幌市で開
かれる「がん征圧全国大
会」で表彰される（２面～
５面に受賞者の紹介）。

究会は検診等の症例検討や
病理学等の勉強会を月１
回、43年に渡り開催し続
けている。
　朝日がん大賞は日本対が
ん協会賞の特別賞として朝
日新聞社の協力を得て創設
され、今年で13回目。日
本対がん協会賞は46回目
を数える。
　選考委員は次の通り。
　委員長＝垣添忠生・日本
対がん協会会長、副委員
長・武藤徹一郎・がん研有
明病院名誉院長・メディカ
ルディレクター、横倉義武・
日本医師会長、佐々木常
雄・都立駒込病院名誉院長、
大内憲明・東北大学大学院
医学系研究科長・医学部
長、上田俊英・朝日新聞科
学医療部長、秋山耿太郎・
日本対がん協会理事長。

　朝日がん大賞は、優れた
研究や活動などを対象に贈
られている。
　菊地氏は、早期がんの段
階で発見・対応することが
最も効果的ながん予防であ
ることを理論的に裏付ける
と同時に、40年にわたり
北海道のがん予防の啓発普
及活動や、がん検診による
早期発見・早期治療の第一
線で精力的に貢献したこと
が評価された。
　がん征圧活動に大きな功
績のあった個人・団体を顕
彰する日本対がん協会賞に
選ばれたのは、個人の部で
は、いわて健康管理センタ
ー長の狩野敦（76）、水戸
赤十字病院名誉院長の佐久
間正祥（70）、千葉県がん
センター病院長の中川原章
（66）、介護老人保健施設

かりゆしの里施設長（沖縄
県）の永山孝（70）、福岡
県すこやか健康事業団会長
の原信之（74）、香川県医
師会会長で香川県総合健診
協会会長の森下立昭（83）
の６氏。
　６氏ともそれぞれの地域
で精度の高い検診体制の確
立と実施に尽力し、地域住
民の健康に大きく貢献した
ことが評価された。
　団体の部では、千葉県東
金市（志賀直温市長）と富
士市医師会胃腸疾患研究会
（樫村弘隆会長）の２団体
が選ばれた。
　東金市は複数のがん検診
を同じ日に行うなど受診者
の利便性と先進的検診に取
り組み、各受診率を平均
10％アップさせた。
　富士市医師会胃腸疾患研

朝日がん大賞 札幌医科大学元学長
北海道対がん協会会長菊地浩吉氏に

第一線の免疫研究と北海道の　　　　
　　　　　がん予防、普及啓発に貢献

協会賞は福岡・原氏ら６氏２団体に

菊地浩吉氏
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　「検査業務を嘱託する
1970年６月１日」
　当時の北海道対がん協
会・広瀬経一会長名による
辞令がある。
　給料は２万1505円。大
阪万博が開催された年。大
卒の初任給が約４万円、か
けそば一杯100円の時代。
「あの頃じゃ高給だよ」と
目尻が下がる。
　対がん協会とのかかわり
はその４年前の66年にさ
かのぼる。北海道大学医学
部時代の指導教授でもある
武田勝男先生から、子宮が
んの細胞診検査に出向くよ
うにと言われた。
　以来半世紀近く、北海道
を舞台に免疫研究者とし
て、対がん活動の牽引者と
して過ごしてきた。
　「がんに対し自分の体で
免疫が成立するか」未知の
世界を研究課題とし、医療
過疎といわれた北海道に対
がん活動を根づかせたのは
――まさに開拓精神だ。

　紙一重の運命と 
　育まれた開拓精神

　1932（昭和７）年、樺
太（現・サハリン）真岡町
の真岡第３小学校の宿直室
で産声をあげた。小学校の
教員だった父の勤務先だっ
た。オシメをしながら校舎
の中を走り回り、教室で遊
んだ。
　13歳で終戦。８月18日
に、漁船に引かれるはしけ
で樺太を出て、稚内港に到
着、洞爺湖そして室蘭で生

　「山は動けない。山があ
るのだからこちらから行く」
　検診車によるがん検診を
日本で最初に実施した黒川
利雄・元東北大学教授の名
言通り、検診車が道内をく
まなく走り、過疎地まで出
向き、がんや生活習慣病の
知識を広めていった。
　1929（昭和４）年、当
時のがん研究の最先端をい
く研究者、今裕や市川厚一
などによって設立された北
海道対がん協会は幾多の苦
難を乗り越えて、がん対策
を牽引し発展してきた。
　北大、札幌医大を通じ、
たくさんの医師や研究者ら
を育ててきた。
　「勉強と小便は自分です
るもんだ」とユーモアたっ
ぷりに、「同級生に信頼さ
れ医師になれ」と、同じ釜
の飯を食べた仲間と過ごす
時間の大切さを諭した。
　「若い力、いのち輝け、
北斗へ指針」
　９月13日のがん征圧全
国大会のスローガンに、若
い人にかける菊池さんの思
いが詰まっている。

沢で過ごす。高校時代、こ
んなエピソードがある。当
時、洋画の活動弁士松井翠
声として活躍していた。
　敗戦後の日本では英語が
流行、英語が堪能な翠声は
講演で日本中を回ってい
た。復興を米国の開拓精神
と関連付けた翠声は
「49ERS」と黒板に書い
た。意味がわかる人と問う
たが、教師も含めだれも答
えない。中学時代英語部に
所属し、歌っていた開拓時
代の歌「いとしのクレメン
タイン」を思い出したので
「forty	 niners、フロンテ
ィア・スピリッツ」と答え
た。翠声からは後日、著書
の英会話本が送られてき
た。

　AFP通信で研究成果が 
　世界に配信される

　岩見沢の自宅から通学で
きる北大の医学コースへ。
武田教授のがんの講義が面
白く、がんを選択、病理を
専攻し大学院に進学した。

そこで伴侶と出会う。ラッ
トによるがん自家免疫実験
に成功するなどの業績を上
げていた辻由生子さんだ。
　「学部を１番で卒業した
んですが、優秀さをひけら
かす人ではなかったです
ね。データの整理などが上
手で、几帳面でした」（由生
子さん）
　30歳で学位取得、北大
癌免疫研究施設助手となり
結婚。66年に北大医学部
の講師に就き、人がん免疫
研究の先駆者・サーザム教
授（米ニューヨーク、スロ
ーン・ケタリング癌研究所）
のもとで人がん免疫の研究
に没頭した。
　そこで同系動物の「がん
細胞が自家リンパ球で壊さ
れる」画像撮影に成功。米
のがん学会で発表したら
AFP通信が映像を世界に
配信した。「世界に通用する
研究」だった。
　抗リンパ球モノクロナー
ル抗体の開発、自己のがん
細胞に対するキラー細胞ク
ローンの存在、その標的と
なるペプチド分子の発見
……多大な研究業績を残す。
　同時に、がん免疫機構の
解明成果に基づき、早期で
の発見・診断・治療が、が
んには効果的な手段である
と考え、啓発と予防にも注
力、実践することになる。

　山があるから、 
　こちらから行く

　広大な北の大地。医療過
疎の時代が長い。

　基礎研究に根ざしたがん予防
　　　  ――北の大地で実現　

札幌医科大学元学長
北海道対がん協会会長 菊地 浩吉氏（81歳）

活を始めた。樺太を出るの
が２日遅れていたら、旧ソ
連軍による、「地獄絵図」
と称される惨劇に巻き込ま
れていた。
　父の影響で読書が大好
き。本棚にあった世界文学
全集、豊臣秀吉の破天荒な
人生を浮き彫りにした矢田
挿雲の長編小説『太閤記』
をむさぼり読んだ。海外小
説ではデュマの『岩窟王』
が印象に残っている。
　中学、高校は室蘭と岩見
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　神経芽腫の自然退縮と悪
性増殖のカギを握る遺伝子
を見つけたい――九州大学
医学部小児外科助教授（当
時）のポストをなげうっ
て、２度目の米国留学を決
意する。それが43歳のと
きだった。
　留学直後、カギを握る遺
伝子を特定し、帰国後は千
葉県がんセンター研究所に
所属。多数の重要な新規遺
伝子を発見、いくつかは新
薬開発の標的分子となり、
新薬開発や新しい治療抗体
となる可能性が見つかって
いる。
　座右の銘である「僕の前
に道はない。僕の後に道は
できる」という高村光太郎

　名誉院長となり第一線か
ら身を引いたが、いまでも
週４日は診療や検診に従事
する。加えて水戸赤十字病
院の外科症例検討会に出席
したり、手術に立ち会った
りもする。
　「現場が好きだから」
　自身を外科医として育て

の言葉そのものの研究者人
生である。
　その言葉に出会ったのは
中学生のころ。中学に上が
った春、歯科医だった父を
胃がんで亡くした。
　「体の中でがんがどのよ
うに体を蝕んでいくのかを
知りたい」と思ったのが外
科医になるきっかけだっ
た。
　父は在宅で十分な栄養も
摂れず、がんの激痛に苦し
んだ。その光景を胸に現在
は、在宅緩和ケア医療など
患者・家族支援の充実に尽
力する日々でもある。最先
端の治療法開発を担うがん
専門病院として、「地域社
会で在宅患者さんをいかに
支え、いかに生活の質を高
めるかも大事な役割です」
と話す。直面する重要な課
題を語る声は穏やかだが、
情熱と気概が込められてい
る。

てくれたのは、診断し、手
術で切り取った後の腫瘍を
標本にしたり病理検査をし
たりするなど臨床の現場だ
ったからと振り返る。
　実家が産婦人科医院で、
長男。医者になるのに迷い
はなかった。医学部を卒業
し、1970年に群馬の公立
伊勢崎病院を皮切りに済生
会宇都宮病院、国立霞ヶ浦
病院などを経て、故郷の水
戸赤十字病院外科に勤務し
た。
　がん検診との出会いは、

胃カメラをかついだ時代から、検診50年
いわて健康管理センター長　狩野 敦氏（76歳）

沈思黙考そして実践―がん研究と患者支援
千葉県がんセンター病院長　中川原 章氏（66歳）

外科医は謙虚な気持ちが大事
水戸赤十字病院名誉院長　佐久間 正祥氏（70歳）

日本対がん協会賞
個人の部

茨城県総合検診協会の胃癌
検診読影委員に就任した
82年。
　以来30余年、早期・進
行がんの患者の診療や手術
に携わりつつ、１日250人
の読影に携わってきた。手
術で経験した症例とイメー
ジしながら読影できるのが
外科医のメリットだと語る。

なにより、手術が成功した
ときの達成感が外科医の本
望だとも。「でも患者さんに
対する謙虚な気持ちが大
事」とも話す。
　働き盛りの30～40代へ
の啓発が今後のがん対策の
ポイントだという指摘は、
検診率向上のヒントになる
だろう。

　釣りが趣味。好きが高じ
たわけではないが、インタ
ーン医としての研修先に気
仙沼の公立病院を選んだ。
たまたま診察に訪れていた
大学での指導教授・山形敞
一先生に、「君は消化器が
いいなぁ」と言われたのが
消化器内科へ進むきっかけ
となった。
　1963年27歳で東北大学
消化器内科に入局し大学院
生として勉学に励む傍ら、
宮城県対がん協会が実施す
る県内の検診現場に足を運
んだ。
　「内視鏡（胃カメラ）をか
ついで、小さな診療所や公
民館での検診に出向いてい
ました」と当時を振り返

る。
　学位取得後も大学病院に
所属しながら、宮城県対が
ん協会胃腸科科長として検
診事業に取り組んでいた。
70年に山形先生の薦めが
あり岩手医科大学の助手と
して赴任することになっ
た。ここでも胃カメラを携
え、県内の胃がん検診に従
事する。
　以来約30年にわたり、医
科大学教授や県・市立病院
長などを務めながら、多い
時は年間3,800人の出張内
視鏡検診の現場に赴いた。
　「健体康心」を心がけ、
診療や講演等でも話をする。
　岩手県対がん協会の唯一
の常勤医師として76歳の
いまも８時からの診療を実
践する。がん予防や精度管
理に関する著書を執筆する
など、啓発や後進育成にも
務める日々だ。

　「進行がんで末期の患者
さんの苦しむ姿が忘れられ

ない。だから検診を受け、
早期発見・早期治療の大切
さを丁寧に、わかりやすく
患者さんに説明してきまし
た」
　1964年から広島で医学
生・研修医時代を10年間
過ごし、帰郷して琉球大学

いつでも受診可能に―検診率アップが早期発見につながる
介護老人保健施設
かりゆしの里施設長　永山　孝氏（70歳）
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　「先を考えつつ、前へ、
前へ」が信条だ。
　総合健診協会会長に就任
した2004年、日本で２台
目となるデジタルマンモグ
ラフィ機器を搭載した検診
車を導入し、乳がん検診率
を飛躍的に向上させた。
　啓発にも目配りをおこた
らない。2005年に医療関
係者や、国際ソロプチミス
ト高松などの女性団体とと
もにピンクリボンかがわ県
協議会を立ち上げる。活動
の輪は一般市民を巻き込ん
だ取り組みになる。
　「欧米では70%を超えて
いるという乳がん検診率だ
が、日本では約25%と理解
が浸透していない、関心が
ないという人が多い。少し

でも関心をもってもらいた
かった」と語る。
　1957年に岡山大学医学
部を卒業後、同大医学部第
一内科医局を経て、香川・
四国鉄道病院に赴任したの
が32歳のとき。
　６年後に内科医院を開設
し、かかりつけ医として住
民の健康維持に努めてき
た。
　開院当時は専門とする循
環器系の疾患対策が中心だ
ったが、生活習慣病なども
あり、がん対策の重要性が
増してくる。
　80年に県医師会理事に
就任、04年からは県医師
会や総合健診協会、がん対
策推進協議会など十指を越
える会長を務め、現在も県
のがん対策推進の中心的存
在だ。
　学生時代から続ける登山
や家族サービスを兼ねた国
内外旅行に自由に時間を割
けない日々は当分続く。

県のがん対策推進を牽引し続ける
香川県総合健診協会会長
香川県医師会会長　　　森下　立昭氏（83歳）

先進的内容を取り組んだ検診で受診率アップ
千葉県東金市（志賀直温市長）

日本対がん協会賞
団体の部

　千葉県の中東部に位置
し、のどかな田園風景の広

がる人口約６万人の都市
だ。2008年から肺がん以

保健学部附属病院に勤務し
ていた時のことだ。
　生まれ育った沖縄県糸満
市に、産婦人科医院を開院
したのは40歳の誕生日だ
った。日々患者さんに接
し、検診の重要さを話し
た。
　母が助産婦（当時）で、
第二次大戦後、糸満市立病
院の婦長を務め、幼い頃に
かわいがってくれた院長が
産婦人科医だった。そんな
環境があったのか、医局解
体を叫ぶ大学紛争を経て入
局したのは産婦人科だっ
た。
　糸満で開業後は、診察に
加え、医師会の役員も務め

てきた。住民がいつでも実
施医療機関で検診を受ける
ことができるような個別方
式に変更するのに、市との
交渉や調整に注力した。そ
の結果、糸満市の子宮頸が
んや乳がんの受診率は向上
し、早期発見につながって
いる。
　娘さんも産婦人科医とな
り、現在は琉大医学部附属
病院で婦人科系腫瘍医とし
て勤務する。母と永山さん
と娘さんの三代、女性医療
が舞台。この４月に施設長
として赴任した老健施設で
は男性の診察がある。「経験
がない、初心者です」と笑
顔で話す。

　競争激化の福岡県のがん
検診事業にあって、検診機
関の重要な任務の一つとし
て精度管理の徹底、すなわ
ち「検診結果の追跡調査の
実効」をあげる。要精密検
査者へ受診勧奨をしたり、
精検内容の臨床病期・術後
病期を調査したりして、検
査結果を分析・評価できる
レベルにまとめている。
　それには専門に対応する
人材が必要だが、事業団に
は「学術研究センター」が
設置され、調査研究を担う
保健師などが10人配置さ
れている。受診勧奨なども
行い、精検受診率は90％
を超える。結果は年度報告
書としてまとめ、大学教授
など専門委員の指摘を受
け、ブラッシュアップを図

る。質の高い調査・分析が
信頼ある検診につながって
いる。
　県のがん対策では、がん
登録推進と検診とを融合さ
せ、住民の健康維持を目指
す。「自治体財政の健康にも
つながります」と笑う。モ
ットーである＜日々に新た
に、また日に新たなり＞を
実践する。
　1966年九州大学医学部
を卒業後、同大胸部疾患研
究施設や九州がんセンター
呼吸器部長、九大教授や福
岡東病院院長などを歴任
し、2006年に福岡県対が
ん協会（当時）の会長とな
った。
　現在も平日の午前中は事
業団の健診センターでマン
モや胸部X線の読影、禁煙
外来などに携わる日々を過
ごす。休日はショッピング
や映画・美術鑑賞や音楽
会、まとまった休みには神
社仏閣・島巡りの旅行を夫
人と楽しむ。

レベルの高い精度管理が検診の信頼につながる
福岡県すこやか
健康事業団会長　原　信之氏（74歳）
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り、X線撮影方法の改善、
生検を実施することを薦め
られたりする。間接撮影で
異常なしといわれ、数カ月
後に胃がんが見つかった
り、レントゲンフィルムで
は多発性潰瘍との所見だっ
た症例で生検を実施したら
早期がんが発見されたりし
た。

　川村統勇第４代会長時代
の10年ほど前から、大学
から消化器病理医を年２
回、講師として招き、病理
学的解説をまじえた診断技
術の習得に努めてもいる。
フィルム読影から内視鏡な
ど画像診断に変わったが、
症例検討に対する熱意は変
わらない。

福井県健康管理協会
桑島貴幸
三重県健康管理事業センター
一志浩司、北畑睦、森田智
也
滋賀県健康づくり財団
牧野こず恵、田中智
京都予防医学センター
坂中貴光、宮下友紀子、宇
野剛、高屋晶嘉、大上一夫
川東由美子
和歌山県民総合健診センター
鈴川真也、津越さやか
鳥取県保健事業団
山名庸代、田中正樹
山口県予防保健協会
杉野隆司、板垣多樹郎、河
野昌幸、吉兼由加、徳本貢
とくしま未来健康づくり機構
中野将男
愛媛県総合保健協会
大石茂雄、和田義史、松浦
正
高知県総合保健協会
九谷浩平
佐賀県総合保健協会
中島秀樹、福山裕美
長崎県健康事業団
中島真輝子、前田昌宏
熊本県総合保健センター
三浦功仁、井手将文、山村
和美
鹿児島県民総合保健センター
家村和千代
沖縄県総合保健協会
喜納はるみ、上原祥子、伊
禮多美子

北海道対がん協会
横堀峰義
青森県総合健診センター
成田勝人、山本晃子、成田
大介、平井圭、山本晋也、
今村倫
岩手県対がん協会
橋本康二
宮城県対がん協会
大友美智子、齋英則、中川
勝幸
秋田県総合保健事業団
遠藤徹、佐々木浩孝、持田
重弘
やまがた健康推進機構
寺嶋幸雄、阿部佳織、加藤
里美、附田順子、長岡範
恵、後藤明美、齋藤知子、
佐藤健也、伊藤学、齋藤
恵、佐藤和佳子、附田清、
冨樫瑞保、横山陽子、大場
俊彦、山田美穂、木島秀
之、小関智、梅津聡美
茨城県総合健診協会
藤枝聡、鈴木弘樹
栃木県保健衛生事業団
鈴木礼子、中村好宏、藤田
武志
群馬県健康づくり財団
都丸恵子、三田公子、清水
克浩
ちば県民保健予防財団 
廣部重彦、永井秀昭、五十
嵐春樹、佐藤昌弘、宮内暢
子、神保直美
長野県健康づくり事業団
丸山健治、坂田和美、堤武
志、荒井美穂、蔵之内利絵

永年勤続表彰者　26団体 受章者89人

消化器疾患の診断確立に勉強会を43年
富士市医師会胃腸疾患研究会（樫村弘隆会長）

　「『この間紹介した患者さ
んはいかがですか』『手術結
果は……』といった、開業
医と手術をした医師との顔
の見える診療情報のやり取
りができるのがとても重要
です」と指摘するのは第５
代会長の樫村弘隆医師。
　富士市を中心とした開業
医や勤務医が、検診や診断
の精度向上を目的に勉強会
を開催し、地域住民の消化
器がんの早期発見・早期治
療につなげている。43年

間開催され、この７月で
425回を数えた。
　富士市はその名の通り、
富士山の南、静岡県東部に
位置する人口約26万人の
都市だ。
　市医師会に1969年10月、
静岡や浜松などに次ぎ、消
化器系疾患の研究会「胃疾
患研究会」が発足。83年
に現在の名称となった。
　研究会では会員が診療で
の症例を持ち寄り、見落と
すような影を指摘された

外の検診を同じ日に実施す
る方法を県内で最初に導
入、一つの項目に申し込ん
でいれば当日でも他の項目
を追加することが可能とい
う住民サービス重視の検診
に変更した。
　その結果、導入前と比較
し、胃がんの受診率が
8.4%から16.6%と約２倍に
伸びたのをはじめ、大腸、
乳房、子宮の各がんも約
10%向上した。肺がんは特
定健診導入で別の日に実施
していたが、10年から同
日実施、事前申込みも不要
としたら、29.7%まで落ち
込んだ受診率が40.9%まで
回復した。
　志賀直温市長は「生活習
慣病予防への取り組みの必

要性と受診者の利便性を図
る体制づくりが受診率アッ
プに結実した」と振り返
る。
　11年度からは、ちば県
民保健予防財団と協働し子
宮頸がん検診に液状化検体
法やHPV検査を導入する
など、精度の高い検診事業
を展開する。
　受診の低い40代男性に
は大腸がんクーポン券を配
布したり、受診率の低い地
区への出前講座を実施した
りするなどの課題を踏まえ
た普及・啓発活動による対
策も講じる。
　市民の健康寿命を伸ばす
ことは、医療費の抑制対策
につながるという施政でも
ある。
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　日本対がん協会「奨学
医」として、がん研有明病
院で研修を受けました。私
事で大変恐縮ですが、
2000年から外科医として
仕事をし始め、途中基礎研
究に従事したこともありま
すが、おおむね10年以上
が経過しました。
　現在の専門分野は下部消
化管疾患、とりわけ大腸が
んを専門に日常診療に携わ

術向上を追求することで、
「がんの予防・診断・治療
に関する専門的な知識と技
能を研修することによりが
ん検診の推進とがん医療水
準の均てん化に寄与するこ
とをめざす」とする日本対
がん協会の「奨学医」募集
の趣旨に合致した、臨床医
療分野での貢献ができるの
ではないかとも考えまし
た。
　すでに「奨学医」として
の６ヶ月の研修期間は終了
しておりますが、現在も引
き続きがん研有明病院での
診療/修練の日々をおくっ
ております。今後も、がん
の治療に関する専門的な知
識と技能取得/向上に邁進
し、微力ながら同分野での
社会貢献ができればと考え
ます。

っております。奨学医とし
てがん研有明病院に研修を
受けるまでは、乳がん検診
を含む一般検診・地域医
療・離島医療にも従事して
おりました。通常は整形外
科の先生方が専門としてい
る骨折や高齢者の方々の腰
痛などの診療にも携わって
いました。
　常々、消化器外科医とし
ての専門性の追求、とりわ
け消化管がんに対する外科
手術手技の習得、技術向上
の必要性を感じており、手
術件数の多いハイボリュー
ムセンターでの研修を受け
たいと模索してまいりまし
た。
　各分野における種々の技
術革新に伴って、医療・消
化器外科領域のイノベーシ

ョンは日進月歩であり、特
に腹腔内臓器に対する外科
手術低侵襲化への時代の潮
流には目を見張るものがあ
ります。
　具体的には腹腔鏡手術及
びロボット手術に代表され
る外科手術の低侵襲化は、
世界的に普及するととも
に、その安全性と有効性が
徐々に証明されつつありま
す（下部消化管領域のロボ
ット手術は、まだまだ議論
の余地があります）。消化
器がんに対する診療に携わ
る外科医として、これら技
術の取得は急務であると考
え、同分野のトップランナ
ーが多数いらっしゃるがん
研有明病院での研修は、医
師としての人生のなかで非
常に実り多いものになるで
あろうとの確信がありまし
た。僭越ながら、自らの技

　「セカンドオピニオンは
必ず受けましょう」
　こう書かれている本や記
事を目にすることがよくあ
ります。「受けなくてはいけ
ない」と思っている方も多
くいます。セカンドオピニ
オンは「患者の権利」だと
言われ、誰でも担当医に遠
慮せずに利用して構わない
ものです。
　しかし、担当医からの説
明ですでに納得し、信頼関
係が築けていればセカンド
オピニオンを受ける必要は
ないでしょう。
　担当医は常に患者さんに
とって最善の治療は何かと

るのではないか」と担当医
に再度説明を求めることを
ためらう方は多いもので
す。ホットラインではそん
な時、気持ちを受け止めな
がら、どんな点が心配なの
か、どんなことで迷ってい
るのかなど整理して、担当
医に改めて聞きたいことを
聞けるようにサポートして
います。
　担当医から再度説明を聞
いても迷いや他の医師にも
話を聞いてみたいという気
持ちがあれば、その時はや
はりセカンドオピニオン
を受けた方がいいでしょ
う。

考えます。ガイドライン
（科学的根拠に基づいた現
時点で最良の治療である標
準治療をまとめられたも
の）に沿って検討します
が、それだけで治療方法を
提案するわけではありませ
ん。病期に加え、持病の有
無や全身状態、年齢など総
合的にみて「患者さんにと
って最善の治療」を考え提
案します。ですから、なぜ
その治療を提案するのかそ
の根拠がわかれば納得でき
る場合が多いでしょう。
　とはいえ、診断されてい
る病期に治療方法がいくつ
かあるような場合、一度は

「この治療でいい」と決め
ても、本当にこれで良いの
だろうか…担当医が提案し
た治療に納得したつもりで
も気持ちが揺らいだり、自
分でも色々と他の治療のこ
とを調べてみるとそれが気
になってくることがあるか
もしれません。
　そんな時は、まずはその
気持ちを率直に担当医に伝
えてもう一度相談してみま
しょう。再度話し合いをす
ることで、納得できる場合
もあります。ただ、患者さ
んやご家族としては、「一
度決めたのに申し訳ない」
「もう説明したと嫌がられ

「がん相談ホットライン」より⑮担当医との信頼関係を基に相談を

奨　学　医　レ　ポ　ー　ト
低侵襲手術の技術向上

がん研有明病院　消化器外科　長㟢 寿矢
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　日本対がん協会は８月
17日、昭和女子大学（東
京都世田谷区）で開催され
た「朝小サマースクールin
昭和女子大学2013」で、
健康教室「親子でたばこに
ついて考える」を開いた。
講師の奥仲哲弥・山王病院
呼吸器センター長が、健康
に及ぼすたばこの害が実に
幅広いことを、海外の例な
どをスライドで紹介しなが
ら分かりやすく説明。小学
生たちは、お父さんやお母
さんと一緒にメモを撮りな
がら真剣に学んだ＝写真。
　サマースクールは朝日学
生新聞社が主催したイベン
トで、17、18の両日、開
催された。対がん協会が企
画した健康教室は第一生命

　浴衣姿の若いママや女子
大生たちが子宮頸がん検診
の受診をアピール――日本
対がん協会は、七夕に合わ
せた啓発活動「七夕Girl's	
Action2013」を７月から
８月にかけ、福岡や仙台な
ど６都市で展開した。
　ママや女子大生たちは、
短冊を模したはがきを手に
「あなたの大切な人にメッ

　小学４年の女子は母親と
参加した。身体に悪いはず
のたばこがなぜ街角で普通
に売られているのか、女子
から質問されても上手く答
えられなかった母は「理解
が深まりました」。女子は
COPD（慢性閉塞性肺疾
患）という、喫煙が原因で
呼吸がしづらくなる病気の
話を聞いてびっくりしたと
いう。「喫煙している叔母に
禁煙を勧めたい」

る。七夕に合わせた啓発活
動もその一環。福岡、大
阪、名古屋、横浜、仙台、
札幌で展開した。
　書いてもらったメッセー
ジは1026枚。後日、事務
局が郵送した。
　この活動について、若い
ママや女子大生たちは、こ
う報告書に記している。
　「子宮頸がんについて関
心を高めた女子大生と若い
ママが一緒に街頭に立って
イベントに取り組むことで
子宮頸がんから大切な人を
守ることの実感、行きづら
い婦人科・産婦人科に行く
意義を共有することができ
ました。大切な人を守ろう
というムーブメントが、ひ
とりでも多くの人に伝わっ
ていくことを目指します」

保険株式会社の支援を受け
た１時間の公開授業で、
17日に２回開催。あわせ
て約40組、約100人の親子
が参加した。
　奥仲医師が、1970年ご
ろに80％もあった日本人
男性の喫煙率が現在30％
台に下がっている理由の一
つに、喫煙できる場所が減
っていることを挙げ、例と
して「以前はタクシーや飛

セージを届けませんか」な
どと街行く人に呼びかけ。
メッセージを記してもらっ
て笹に飾った。
　そのあと、自分たちで作
った子宮頸がん啓発小冊子
を一人ひとりに手渡し、検
診の大切さを自分たちの言
葉で語りかけた。
　ママたちの呼びかけに足
を止めた中には中学生や高

いことがある。重要なこと
はたいてい目立たないよう
に書いてある。大きな字は
売る側にとっての大事なこ
となんだ。何か買う時に
は、小さい字を隅から隅ま
で読むんだよ」と述べ、教
室の笑いを誘った。
　奥仲医師は「周りにたば
こを吸っている人がいたら
今日覚えたことを話して。
君たちが言うと力強く伝わ
るから」と呼びかけた。

　この啓発活動は、日本対
がん協会が、全国の若年層
ママネットワークを持って
いる「Stand	for	Ｍothers」、
女子大生リボンムーブメン
トと一緒になって企画した。
　昨年、予防の大切さを学
び、今年は、学んだことを
実践する「Girl's	Action」
元年との位置づけで、さま
ざまな企画を検討してい

肺がんにCOPD…親子で学ぶたばこの害

若いママ、女子大生が浴衣姿で子宮頸がん予防を呼びかけ
七夕Girl's Action2013開催

浴衣姿の女子大生や若いママたちの呼びかけに高校生や
中学生も短冊にメッセージを書いた＝7月2日、福岡・天神

行機内で喫煙が可能だっ
た」と話すと、小学生たち
は信じられないという表情
を見せた。
　パッケージに「Smoking	
kills」と記された海外のた
ばこの写真が示されると、
みんな声を上げて驚いた。
身体への悪影響をストレー

いけど、年に１回の七夕
に、はがきなら素直に思い
を書ける」
　この活動には、子宮頸が
ん体験を語りながら予防の
重要性を訴えているシンガ
ーソングライターの松田陽
子さんも参加。元気いっぱ
いの訴えに気おされながら
短冊をとる若い男性の姿も
目立った。

校生も多
く、「いつ
までも健康
でいてほし
い」と母に
あててメッ
セージを書
く生徒も。
「ふだんだ
と照れくさ
くて言えな

トに表現した
外国のたばこ
と、控えめに
記された日本
のたばこを比
べ、奥仲医師
が「ぜひ知っ
ておいてほし
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ピンクリボンフェスティバル2013
今年も東京・名古屋・神戸・仙台で

対策型検診としての推奨はＸ線
内視鏡やペプシノゲン、ピロリ菌の検査は「推奨しない」

厚労省研究班などが
　　「胃がん検診ガイドライン2013年版ドラフト」

　日本対がん協会や朝日新
聞社などはピンクリボン月
間の10月、「ピンクリボン
フェスティバル」を今年も
東京・名古屋・神戸・仙台
で開催し、スマイルウオー
クやシンポジウムを通して
乳がんの早期発見・早期治
療の大切さを呼びかけま
す。
　今年は、フェスティバル
に参加して得た情報を身の
周りの人に伝えてもらおう
と、メッセージカードとバ

　住民検診など対策型検診
としての胃がん検診で推奨
されるのは「Ｘ線」――。
こんな内容を盛り込んだ
「有効性評価に基づく胃が
ん検診ガイドライン2013
年版」のドラフトがまとま
った。最近の胃がん検診に
関する関連文献を調査し、
利益（胃がん死亡率減少効
果）と不利益を検討したも
ので、ペプシノゲンやピロ
リ菌抗体を調べる方法につ
いては、現時点では「推奨
しない」としている。
　「内視鏡による新たな胃
がん検診システム構築に必
要な検診方法の開発とその
有効性評価に関する研究」
班と、「科学的根拠に基づ
くがん検診法の有効性評価

◆シンポジウム（同）
10月6日　東京・有楽町朝
日ホール　中村清吾・昭和
大教授　山田邦子さん
同19日　神戸国際会議場
　岩瀬拓士・がん研有明病
院乳腺センター長　アグネ
ス・チャンさん
◆京都セミナー
11月17日　メルパルク京
都　中村清吾教授　小西郁
生・京大教授　山田邦子さ
ん

　両研究班では、今後さら
に検討を加えて「ガイドラ
イン」として公表する予
定。
　胃がん検診に関するガイ
ドラインとしては2005年
度版がまとめられている
が、それ以来、時間がた
ち、新たな予防対策の科学
的根拠を明確にすることが
求められていることから、
両研究班が検討してきた。
　厚労省のがん検診に関す
る指針では、胃がん検診の
手法はＸ線が標準とされて
いる。しかし近年、ペプシ
ノゲンやピロリ菌抗体を調
べる方法を導入する自治体
もわずかながら出てきてい
る。

ッジをセットにした啓発グ
ッズを用意しています。今
年、公式メッセンジャーと
なったピンク色のクマの
「モモ妹」も参加予定です。
11月には京都で初めての
セミナーを開きます。子宮
頸がんの啓発も合わせて行
います。母娘でのご参加を
お待ちしています。イベン
トの概要は次の通りです。
◆スマイルウオーク
（開催日　会場　専門医　
ゲスト）

とがん対策計画立案に関す
る研究」班がまとめた。
　検討の対象は、胃Ｘ線検
査、内視鏡、ペプシノゲン
（単独法）、ピロリ菌抗体
（単独法）、ペプシノゲンと
ピロリ菌抗体の併用法の５
つの方法。ここ10年余り
の関連文献を調査し、胃が
ん検診による死亡率減少効
果、検査の精度（感度・特
異度）、不利益、リスク層
別化による胃がん発症予
測、無症状の人を対象にし
たピロリ菌の除菌の効果と
不利益の各項目を詳しく分
析した。
　その結果、それぞれの方
法の推奨グレードは――
　Ｘ線検査は、「Ｂ」（死亡
率減少効果を示す相応な証

10月5日　東京ミッドタウ
ン　佐治重衡・京大特定准
教授　谷川真理さんら
同12日　久屋大通公園　
岩田広治・愛知県がんセン
ター中央病院副院長　岩崎
恭子さんら
同20日　神戸・東遊園地
　正村滋・医誠会病院乳腺
科部長　アグネス・チャン
さんら
同26日　仙台・勾当台公
園　大内憲明・東北大医学
部長　山田邦子さんら

拠があるので、実施するこ
とを勧める）。
　その他の４つの方法は
「Ｉ」（死亡率減少効果の有
無を判断する証拠が不十分
であるため、対策型検診と
して実施することは勧めら
れない）。ただし、今後の
研究成果によっては将来的
に変更される可能性はあ
る。
　人間ドックなどの任意型
検診として実施する場合に
ついては、Ｘ線検査は「推
奨する」で、その他は「死
亡率減少効果が不明である
ことと不利益について適切
な説明を行うべきである。
適切な説明に基づく個人の
受診は妨げない」とされて
いる。


