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開会の挨拶

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

みなさま今晩は。第 14 回がんサバイバーシッ

今日は 1 時間中山先生にお話いただいた後、

プオープンセミナーを始めさせていただきます。

30 分、たっぷりと質疑応答の時間を取りますの

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援

で、ぜひ活発な質疑をお願いしたいと思います。

部長の高橋です。今日もよろしくお願いします。

実は中山先生が今年度、大阪から東京に赴任さ

本日は「がん検診を正しく知ろう～がん検診の

れる直前に、大阪在住の友人から連絡が入りまし

良いところ、悪いところ～」と題しまして国立が

た。「今度、築地の国立がん研究センターに行く

ん研究センター社会と健康研究センターの検診研

中山先生は、とにかく話が分かりやすいので、絶

究部部長の中山富雄先生にお話をいただきます。

対にお話を聞いた方がいいよ！」と言うのです。

本当に検診は大事だと思います。がん診断を受

そんなわけで、中山先生に初めてお会いする前か

けた方が、2 次がん、3 次がんのスクリーニング

ら、オープンセミナーにご登壇いただこうと決め

をどうするか。ご家族は、がん検診をどう考える

ていました。

か。色々な切り口があると思います。

本日はよろしくお願いします。

開会の挨拶
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ご

挨

拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさん今晩は、国立がん研究センターがん対

ないと思いますが、それでも、みなさんが勧めて

策情報センター長の若尾でございます。本日はお

おられる検診は、正しい検診を勧めておられるの

忙しいところお集まりいただきましてありがとう

か、ただ検診を受ければいいのかと言いますとそ

ございます。

う単純なものでもないと思います。

本日のテーマは、今、高橋先生からお話しされ

検診のメリットだけではなくデメリットも知っ

た通り「がん検診を正しく知ろう」ということで

ていただき、検診の効果とは何か、検診をどう評

す。実は私は、高橋先生から「今度は検診をテー

価するかなどもしっかり知っていただいた上で検

マにやります」と聞かされた時に、「えっ、サバ

診を勧めていただく。それがサバイバーの方に

イバーの方に検診…？」となかなかすぐに結びつ

とっては非常に大事だということが、後になって

きませんでした。「それって、みなさん関心があ

ジワジワと思い浮かんできました。

るのかな」と少し疑問に思ったのです。ただじっ

今日はぜひそれを知っていただき、そういう啓

くりと原点に立ち帰って考えると、それは大事だ

発活動にもご活用いただく基礎知識として学んで

と再認識しました。

いただければと思います。本日はいつものように

どういうところかと言いますと、私は、サバイ

中山先生の方からお話をいただいた後にご質問に

バーシップというのは、ご自身の生活のことが中

答えていただきます。ふだん疑問に思っているよ

心だ考えていたのです。しかし実際には、サバイ

うなこと、なぜ若い人はマンモグラフィーを受け

バーの方々は、それだけではなくて、社会に対し

てはいけないのかなど、何でもお聞きいただき

て検診の重要性をアピールしてくださっているこ

スッキリしていただければと思います。

とが大変多いと感じています。あえて言わせてい

中山先生は大阪出身で、話し始めたら分かると

ただくのですが、そういう活動をされる時に、み

思いますが、お話が非常におもしろいですから楽

なさまは本当に検診のことを知っていただいた上

しみにしてください。分かりやすくお話しいただ

で啓発活動をされているのかというと、そこはや

きますので今日はしっかり勉強していただければ

はり少し心配な部分もあると思いました。「検診

と思います。本日はよろしくお願いいたします。

を受けましょう」というだけであればそう問題は
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がん検診を正しく知ろう
～がん検診の良いところ、悪いところ～

中山

富雄

国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部部長

イド 1 のようなところから話してまいります。

はじめに

スライドには、シンプルなロールケーキとケーキ

―「メガ盛り」がいいとは限らない

バイキングなどで山盛りに美味しいケーキが並べ
られています。どちらがお好みですか。ちょっと

過分なご紹介ありがとうございました。中山で

聞いてみましょう。

す。大阪からまいりました。まだ大阪に家はあっ
て単身赴任です。先日の台風で壁は破れる、樹は

■ 中山：いかがですか？

倒れるで、大変なのですが、本日は頑張らせてい

■ 参加者 A：メガ盛りです。

ただきます。

■ 参加者 B：ロールケーキです。

私は「がん検診」を専門的にやっているのです

■ 中山：それはなぜ？

が、検診というのは難しすぎてお医者さんにもな

■ 参加者 B：今、ダイエット。

かなか分からないものです。私は、難しい話を軟

■ 中山：なるほど。人それぞれで、山盛りの方

らかく、分かりやすく説明するつもりですので、

を食べたいという方もいれば、ダイエットでシン

聴いている方は、聴いている時は「なるほど」と

プルに 1 個だけ食べたいという方もおられると

思われるかもしれませんが、家に帰ったらすぐに

思います。

忘れるかもしれません。そこはご容赦ください。

それではこれはどうでしょうか（スライド 2）。

検診の話とは直接の関係はないのですが、スラ
スライド 1

どっちがお好き？①
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スライド 2

どっちがお好き？②

スライド 3

どっちがお好き？③

スライド 4

今日お伝えしたいこと

がですか。どちらがお好みですか。
■ 参加者 E：やはり二郎系の方が。
■ 中山：やはり二郎系。
■参加者 F：中間ぐらいが。ほどほどに。
■ 中山：まあ、最近は二郎系が流行りです。昨
日は会議があって駅前でラーメン屋に入り、こう
いうのを 10 分で食べてお腹がいっぱいで会議に
のぞみました。食べるとシンドイけれど、食べた

築地ですから海鮮丼ですが、左の方は貝柱とかイ

いなと思うのが人間の本能だと思います。

クラを並べていますが、家でもできてしまうレベ
ルで、右の方はご飯が見えません。どちらがお好

今日、お伝えしたいことはスライド 4 のよう

みですか？

なことです。検査や検診に「メガ盛り」はありま

■ 参加者 C：イクラは苦手なので。

せん。メガ盛りを 3 つ見ていただきましたが、

■ 中山：イクラは両方とも入っていますよ。イ

お得なように見えて良くないこともあります。お

クラをよけていただいて。

腹がいっぱいになる。こんなに食べたら胃がもた

■ 参加者 C：量が多い方ですかね。

れる。ダイエットには向いていないということも

■ 参加者 D：左のお茶漬けのようなものの方が

あるかもしれません。

いいです。

それから、よくあると思うのですが「○○して

■ 中山：メガ盛りは少しシンドイ？

もらった方がよいに決まってる」という考え方が

■ 参加者 D：何となく量よりも左の方がおいし

あります。「病院に行けば検査をしてもらう方が

そうかなと思って。

良いに決まっている。」ということで、「先生、腫

■ 中山：ちょっとエビがしなびているような…。

瘍マーカーを毎月してください」と言う方もおら

それではこれ（スライド 3）はいかがですか？

れると思いますが、それで良いのですかというこ

これはなかなかエゲツナイものです。左のような

とです。

ラーメンもあるようです。柚子のようなものが少

次は大事なところですが、本日はサバイバーの

しだけ乗っているものです。あとはスープと麺だ

方が多く来られていると思いますが、お伝えした

けというもの。右は二郎系と言われるラーメンで

いことは、病気が発症する前の段階の、健康状態

具がドーンと乗っているものですが。これはいか

が落ち着いていて、私は何の問題もありませんと
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いう時に無理をすることはないのではないかとい

に対しては緊急に何かをしてあげなければいけな

うことです。

いということです。

必要な時に必要な検査だけ受けましょう。これ
らがお伝えしたいことです。

一方で「検診」というのは何かと言いましたら、
健康で、生活に支障がない人、病気があるなどと
はこれっぽっちも疑っていない人を対象にしてい

検診と診療の違い・検診と健診の違い

ます。そういう人は基本的に病気を持っている割
合はかなり低いと言われています。症状があって

次は「検診というのは何？」「病院に行くこと

生 活 に 支 障 が あ る 人 の 場 合 は、 が ん を 探 す と

なの？」ということです。ここで言葉の定義の話

30％にがんが出てくるというようなこともあり

になります。私たちが保険証を持って病院に行く

ますが、検診の場合には病気を持っている人の割

ことを「診療」と言います。一方、検診を受けに

合は、何百人、何千人に 1 人です。それほど稀

行く時は保険証は要りません。検診、予防という

です。ほとんどが病気がないか「異常なし」です。

ところは健康保険は使いません。これは自治体の

たまに生活に支障はないのですが骨転移があっ

予算、国の予算でまかなわれます。昭和 30 年頃

た、肝転移があったという人もいると思いますが、

の国会の審議で決まったのです。当時は戦争も終

やはり検診で見つかるがんの多くは早期がんで、

り、国がだんだん上向きになり、みなさんも健康

1 ヵ月、間が空いていようが病気が急に進むこと

になってきたので、そろそろ予防についてもやっ

はないので、緊急性は少ない。したがって検診を

ていかなければいけないという時に国会で議論を

受けて結果が返ってくるのが 3 週間後とか 1 ヵ

され、「診療」と「予防・検診」は完全に線引き

月後というのがまかり通っているのです。それで

をされています。血圧の関係で毎月病院に薬をも

ケシカランと言われてもそういうものだというこ

らいに行くというような人は多いと思いますが、

とです。検診で探そうとしている病気は、そうい

「診療」は、熱が出たり、お腹が痛い、咳が出る
といった症状があって生活に支障があり、仕事に
も行けませんという人が病院に行くことを「診療」

うゆっくりとしたものを探そうとしているのです
（スライド 5）。
診療というのは、法的には一種の契約行為と言

と定義しています。そういう、お腹が痛い・咳が

われています。お医者さんと患者さんとの間で病

出るという方は、病気を持っている割合は、相当

気を正しく診断してね、あなたにお任せするから

に高いのです。たとえば 1 ヵ月もお腹が痛いと

ちゃんと診断してねという一種の契約があります

いったら、大腸がんや胃がんを疑います。検査を
してみたら、やはりかなりの頻度でがんが見つ
かったりしますし、咳が出ているのが 3 日では

スライド 5 “検診”と“診療”の違い①

なく 1 ヵ月だというのであれば、やはり肺がん
の可能性は高い。
それに対しては、結果は何ヵ月後ではなく、す
ぐに診断をして治療を開始しなければいけないか
もしれないので、緊急性が高いということになり
ます。1 ヵ月、咳が出ている時に、検査は 1 ヵ
月先となったら、「アチャー」となります。それ
がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～
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スライド 6 “検診”と“診療”の違い②

から、病気を正しく診断することが非常に大事に
なります。したがって場合によっては身体に非常
にシンドイ検査とか高額な検査も許されます。た

スライド 7 “健診”と“検診”

とえば右下腹部が痛いと言って病院に担ぎ込まれ
たとすると、そのまま麻酔をかけられてお腹が開
けられ「盲腸ですな」ということも許されるので
す。
ところが検診の対象はほとんどが病気がない人
で、1,000 人に 1 人ががんかもしれないという
ことですと残りの 999 人は健康だということで
す。その人に「あなたはがんの疑い」ですといっ
たまちがった判定をつけてしまうと、その人たち

にお医者さんに分かっていなのが、今の日本の検

は精神的に相当落ち込んでしまいます。もしかし

診の現状です。

たらそれで布団に籠ってしまい、そのままうつ病

同じケンシンという読みで、健診というのがあ

になってしまったりするかもしれません。それで

ります。健診というのは、病気の危険因子、リス

公衆衛生という学問の教科書には、検診でいちば

クファクターを見つけることです。正式には特定

ん大事なことは、健康な人に病気であるという

健康診査と呼ばれています。お腹を出してお腹周

誤った判定をしてはいけない、これがいちばん大

りを測りますが、これはお腹周りを見てがんを見

事だと書かれています。あなたはこうだと言われ

つけているのではなくて、将来、糖尿病・脳卒中・

ると言われた人はそういうように行動してしまい

虚血性心疾患になるかもしれない人を見つけて、

ます。これはラベリング効果と言われていて、ま

肥っていたらあなたはそういう病気になるかもし

ちがって「がんの疑い」というラベルを張るのが

れないからちゃんとやせてねということで生活改

いちばん良くないことだと言われています。

善を図るということです。ひょっとしたら発病は

検診というのは、やはり体に負担のない、安価

20 年後かもしれないというので、これは今すぐ

な検査でないといけないわけで、みんなが健康な

やる必要はなく、分かっているのでしょうが「あ

状態だったのに検診を受けたら、シンドイ検査で

なたは肥っています」ということを教えて「やせ

寝込んでしまったり、事故が起きてしまってはい

ないととんでもないことになりますよ」というも

ちばん困るということです（スライド 6）。

のです。それを何回か繰り返すうちに、その中か

このあたりの境界が誰にも分っていない。とく
6
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フワッと自分で生活改善を図ろうとすることを促

言われても、言葉の定義としては、それは無理で、

すのが健診です（スライド 7）。

初めからそういうものだということです。海外の

検診は特定の病気そのものを見つけることで、

人はスクリーニングというのはそういうもので、

がん検診はまさにそれです。この場合は自分で何

見落としはあるのは当り前だと考えています。し

とかするのは、とうてい無理で、やはり疑いをか

かし昨今、日本では事件が色々ありまして、私も

けられた場合は、病院に行きお医者さんに診断し

メディアから取材されます。その時に、メディア

てもらうことが、どうしても必要になります。こ

の人に逆に私がインタビューをしていますが、み

こが曖昧になっているので、がん検診を受けて異

なさん 1 例たりとも見落としは認めたくないと

常と言われたら、自分で何とかしようと思って悪

おっしゃいます。しかしスクリーニングという言

戦苦闘される方が多いのが、いちばん困ることで

葉の定義としては、見落としは初めからあるもの

す。

だということです。
正式な用語で言いますと感度と言います。検査

がん検診の感度―偽陰性はなぜ起きるか

を行った場合に、「病気がある人」を「異常あり」
と正しく判定する割合です。病気がある人が 10

もうひとつこのがん検診というのは英語で

人いたら、検査で「異常あり」が 8 人でしたら、

screening と言いますが、これは辞書によれば「ふ

この検査の感度は 80％となります。がん検診の

るいにかける」という意味です。庭の土をさらっ

場合は、検診を受けて 12 ヵ月以内にがんと診断

てふるいにかけると石が残るというものです。人

されるものを「病気がある」と定義します。検診

間をふるいにかけるとがんがない人は、スウッー

で異常がないと言われたのに、実は 10 ヵ月後に

とこの検査を通り抜けますが、がんがある人は

がんと診断されたものも「病気がある」と定義を

引っかかるというものです。しかし中にはがんで

して、それが分母になります。12 ヵ月以内に発

はないのに引っかかる人もいますし、がんなのに

病となりますと、翌年の検診はどうなるかという

すり抜けてしまう人もいます。スクリーニング、

ことですが、だいたいは翌年の検診で 1 年以内

ふるいにかけるというのは、そもそも初めからそ

にがんになったものも分母に足してしまいます。

ういうものだということです（スライド 8）。

毎年検診を受けていて、次の年から突然、検診発

検診を受けたら 100％、がんは引っかかり、
それ以外の見落としはひとつたりとも認めないと

見が 0 になるということは普通はないので、そ
の間も病気は進みますから、毎年受けていても、
多くの場合、やはり翌年の検診発見はあります。

スライド 8

検診（screening: ふるいにかける）

そこで当該年度の検診発見をこの分母で割ります
と 100％にはどうしてもなりません。研究では
60 ～ 80％ぐらいという報告がされていて、こ
の数字は一般の人が考える数字よりも意外に低い
と思います。70％という数字をお医者さんに伝
えると、たいていはなぜ私たちがやっている検診
はこんなに低いのかと泣き叫びます。これは翌年
度の検診発見を分母に入れるという定義上、どう
してもそうなります（スライド 9）。
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スライド 9

スライド 10

がん検診の感度

社会問題化したがんの見落し事例

されていたのですが、実は 4 年前からエックス
線にはっきり影が映っていたのをクリニックでは
ずっと「異常なし」と判断していて最終的に今年、
症状が出てからあっという間に亡くなられたとい
う話です。これがみなさんが考える検診や健診で
のがんの見落とし（偽陰性）だと思います。
偽陰性はなぜ起きるかですが、検査結果で異常
が出ているのに医師の判断の問題というのがあり
ます。エックス線などの画像診断で、医師の読影

そうは言っても社会の中ではスライド 10 のよ
うなことが起こっています。がんの見落としはた
くさんニュースになっています。スライドの左は、

力に問題がある。変な先生に遭ってしまったとい
うことです。
それから画像自体が難しすぎて、正常か異常か

大学病院のがんの見落とし事例です。何かと言い

を誰が見ても判断が難しいというケースがあると

ますと、他の病気で通っていた病院で画像検査を

思います。

したのだが、その検査結果を主治医が見損なって

それから医師がオーダーをして血液検査とか生

いて、精密検査をしなければいけなかったのに伝

理検査、細胞診などをしているのに、そもそもそ

えるのを忘れていて、1 年後にかなり大きくなっ

の結果を医師が見ていない。あるいはその結果を

て発見されたという話なのですが、こういうこと

見落としているというケースがあります。

がたくさん起こっています。診療現場での検査結

医師が精密検査を不要と勝手に判断して精密検

果の見落としというケースです。これは 4、5 年

査を勧めなかったということもよくあります。笑

前から話題になっていて、そういうことがあって

い話ではないのですが、大腸がん検診で便潜血を

はいけない、検査を必ず確認しなさいということ

やると陽性で、出血しているという人がいるとし

が大病院には通知されているのですが、いまだに

ますと、そういう人を診て、お腹が痛くないかと

各地で起こっているという状態です。

聞き、便秘なら痔が切れることがよくあるから精

スライド右が健康診断での肺がん見落とし死亡

密検査は要らないと言っている開業医さんはたく

というものです。これは悲惨な話です。会社の健

さんいます。それで 1 年後に進行した大腸がん

康診断で 4 年前から何回も「異常なし」と判定

という例はいっぱいあります。そういう医師の不

8
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スライド 11

検診／健診での見落とし（偽陰性）

出来というのもあります。

スライド 12

日本人は血液検査が大好き♡

スライド 13

かかりつけ医や健診で行われる血液検査

もうひとつは検査結果に異常が出ていないこと
があります。がんが小さすぎて異常が出ないとい
うことがありますし、そもそもみなさんが信頼し
ている検査でがんを検出できないという場合も十
分にあります（スライド 11）。

血液検査／腫瘍マーカーはがんを見つけ
られるのか
日本人は血液検査がとても大好きです。私ども

項目を超えてしまうと医療機関の損になりますか

が昨年やりましたインタビュー調査で、「なぜあ

ら、このスライドにあるようなものが基本セット

なたは検診を受けないのですか」と聞くと、「私

になります。

はかかりつけ医で年に 1 ～ 2 回血液検査をして

特定健康診査でお腹周りを測る時も血液検査は

いるから大丈夫」と答える方がかなりいました。

されますが、これはたった 5 項目で、中性脂肪、

「何かあったら血液検査で分かって、その先生が

HDL コレステロール、LDL コレステロール、脂

教えてくれるはず。」と言います。「何の病気でか

肪肝を示すγ－ GTP、空腹時血糖（HbA1c）だ

かっていらっしゃるのですか」と聞くと「高血圧」

けです。糖尿病は分かるかもしれない、脂肪肝も

という方が多い。「その先生はがんの専門の先生

分かるかもしれませんが、がんは絶対に分かりま

ですか」と聞くと、「いや、それでもお医者さん

せん。がんでγ－ GTP が上がるという時は、肝

だから教えてくれるでしょう。」と回答されます。

臓がパンパンに腫れて食事も摂れない状態です。

その後色々話していくと「腫瘍マーカーを測って

血液検査で見てもらっていると言ってもがんは何

いるはずです。」と言います（スライド 12）。

も見てもらっていないというのが、正直なところ

スライド 13 の左は、かかりつけ医で測ってく

です。

れる血液検査の基本的なものです。なぜ「基本的」

「そうだ腫瘍マーカーがあるじゃないか！」と

と言うのかということですが、血液検査をあまり

言われるかと思います。血液検査（腫瘍マーカー）

たくさんやると健康保険でお金を支払ってくれな

で、がんの早期発見は可能かということです。ス

くなり、赤字になるからです。生化学検査は 10

ライド 14 は各臓器ごとに腫瘍マーカーを並べて

がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～
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みたものです。CEA、CA19 － 9 ぐらいは知っ

とです。たとえばスライド 15 の 1 番だとすると

ていても、肺がんでは SLX とか CYFRA21 － 1

90％ですから、100 人のがんの方にこの検査を

など「なんじゃこれ！？」というようなものがた

す る と 90 人 に 異 常 値 が 出 る と い う こ と で す。

くさんあります。乳がんにもたくさんあります。

ち ょ っ と 考 え て み て く だ さ い。90 ％、70 ％、

CA15 － 3 と か C － erbB2 と か 乳 頭 分 泌 液

50％、30％、15％という 5 つです。聞いてみ

CEA などいっぱいあります。たくさんあります

ましょう（会場挙手：３番目が多数）。なるほど、

が、腫瘍マーカーというのは研究をするのが簡単

アンケートいうのはだいたい真ん中に集中します

なのです。昭和 40 年代ぐらいに教授になられた

ね。

外科の先生の多くは、このがんの腫瘍マーカーは

答はスライド 16「腫瘍マーカーで肺がんの診

これですと開発して、論文を書いて教授になられ

断は可能か？」をお示しします。これはドイツで

た方はけっこうたくさんいます。したがって数は

行われた研究です。104 例の肺に影があって手

ありますが、本当に分かるのかということが問題

術で確定したものです。何でもかんでも切るわけ

です。

ではなく、がんみたいだ、怪しいと思って切った

さてここで問題です。腫瘍マーカーによるがん

ものですが、104 例切って、悪性は 81 例あり、

の検出力はどのくらいでしょうか。検出力という

良性は 23 例でした。悪性の 81 例の内、肺に転

のは、がんの人の何％に異常値が出るかというこ

移したがんが半分ほどあり、残りは原発性の肺が
んでした。それに対して腫瘍マーカーはどれだけ

スライド 14

10
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異常値を示したかというものです。いちばん有名
な CEA というマーカーは、どのがんでもたいて

スライド 17

 液検査（腫瘍マーカー）でがんの早期発見
血
は可能か？

いは上りそうなものですが、悪性の 81 例を分母
にすると実に 27.2％と、めちゃめちゃ低い。肺
がんだけに絞っても 30％でそう変わりません。
シフラ（CYFRA21 － 1）というのは肺がんでい
ちばん鋭敏というものですが、肺がんに対しては
35.9％ほどで「はぁっ…？」という程度の数字
です。NSE というのは特殊な肺がんの腫瘍マー
カーですが、これも肺がんだけでも 17.9％とい

をかけられますということです。100 人の検査

うことでメッチャ低い。つまり 7 割は腫瘍マー

をしたら必ず 5 人は、がんがないのに異常と言

カーで異常値が出ません。これほど低いものです。

われますという話です。私は来られた方にこの数

たとえば握りこぶしぐらいとか、10㎝という

字 を 言 い、「 あ な た は 100 人 の 内 の 5 人 で す。

子どもの頭ぐらいの、どう考えても助けられそう

たまたまそういう異常値が出ても何の病気も持っ

にないというものではなく、だいたい手術できる

ていらっしゃいません。怖い思いをしましたね、

ぐらいの大きさですから、早期発見に近いかなと

さようなら。」と話して終りなのですが、そんな

いうものだけを対象にしているのですが、そうす

ものです。それでも私はがんかと心配になって会

るとこれほど低いものです。当てにならないもの

社を休み病院に行かなければならない。これだけ

だなということだけをご理解いただければいいか

当てにならないものなので、エックス線や内視鏡

なと思います。腫瘍マーカーというのはこんなも

などの画像診断がどうしても必要になってまいり

ので、だいたいがんをやっている専門医はこの程

ます（スライド 17）。

度の精度だと分っていますが、人間ドックなどで
はありきたりに普通に行われていて、実はあまり

がん検診の意義と特性

役に立っていません。
私は大阪にいた時に呼吸器の外来を週に 1 回

検診の社会的意義についてお話しします。社会

ぐらいやっていました。そうすると人間ドックで

にはたくさんの人がいて、その中にがんの方がい

この検査の異常値が出ましたという患者さんが、

るのですが、みんなが心配になり、全員が病院に

真っ青な顔をして毎日 1 人ぐらいは必ず来てい

行ってしまうと病院の予約がいっぱいになって、

ました。僕のところに来ていたわけではなくその

がんの方の予約が入らないことになったり、お医

施設に毎日 1 人ぐらいは来ていました。その人

者さんも燃え尽きてしまったりします。お金も大

たちは人間ドックで CT などほかの検査も全部

量にかかります。テレビでがんの特集があると次

やって何の異常もないのですが、シフラだけが高

の日はたいがいこうなります（スライド 18）。
検診というのは、最終的には病院に結びつけな

いということで来られていたのです。
なぜかと言いますとこの腫瘍マーカーの検査

ければいけないのですが、その中でもがんの疑い

は、特異度が 94.9％です。特異度とはがんを持っ

のある人だけを病院に誘導しようということで

ていない人が 100 人いると、そこから 94.9 を

す。そうなると医療者側も大変楽になりますし、

引いた 5.1 人には異常値が出ます、がんの疑い

お金もそうかからないだろうということです（ス

がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～
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ライド 19）。

すいのかどうかが決まってきます。1 次予防とい

がんの早期発見理論です。遺伝子に傷がちょっ

うのは、遺伝子の変化を起こさないようにするも

とできて、がん細胞ができてきます。その状態で

のですが、2 次予防というのは、この治しうる期

見つけようというのがゲノムですが、今それを

間の間に適切に検査を提供するということです

やってもなかなか難しい。実際のところはこれが
何 10 年もたつと 1㎝ぐらいの大きさになります。

（スライド 20）。
がんの種類によって早期発見が役に立ちやすい

1㎝ぐらいの大きさになるとだいたいの画像検査

場合と難しい場合、まったく役に立たない場合と

で分かるぐらいの大きさです。ただしこの状態は

いうのがあります。たとえば発見が可能な大きさ

症状がないので無自覚になります。これがだんだ

になってから症状が出るまでが 3 ～ 5 年という

ん大きくなってくると症状が出てきて慌てて外来

場合ですと、そのどこかで検査をしていると、た

に飛んで来ることになります。症状が出るという

とえばスライド 21 の a）の発見可能から症状発

のは、たいてい神経のところを噛んでいたりする

現までの 2 回の検査では早期発見が可能な場合

ので早期というわけにはなかなかいかず、残念な

があります。しかし症状発現後の矢印の時期の検

結末を迎えることになるのです。早期発見で治る

査ではやや無理かもしれません。この間が何年か

というのは、症状が出る前に発見をするというこ

ということですが、たまたまその間に検査を受け

とで、発見して治しうる期間というのがあります

てたまたま早期発見されればラッキーということ

が、そこがどのくらい長いかで検診で発見されや

です。がんの種類としては、胃がん、大腸がん、

スライド 18

検診の社会的意義①

スライド 20

がんの早期発見理論

スライド 19

検診の社会的意義②

スライド 21

 んの早期発見が患者さんの救命に役に立ち
が
やすい場合・立たない場合

12

Ⅰ

第14回OS.indd 12

オープンセミナー・第 14 回

2019/03/28 19:01

子宮頸がん、乳がんというのはこれに該当します。

味があったのかと言いますとかなり微妙な話に

発見可能な大きさになってから症状が出るまで

なってきて、治療しなくても寿命は変らなかった

が数ヵ月しかない、2、3 ヵ月しかないという場

のではないのかという話になります（スライド

合は、その間に検診を受けるのは相当難しいこと

23）。

になりますから、早期発見は無理だということに

年齢のことを考えてみましょう。ゆっくりとし

なります。白血病、悪性リンパ腫、タバコを吸う

たがんの話で、65 歳で検診で発見可能になりま

人に出る一部の肺がんはそういうものです。

した。放っておくと 15 年経つと症状が出てきま

一方、発見可能になってから症状が出るまでが

す。その後、5 年ほどで亡くなります。85 歳です。

非常に長く、20 年、30 年というものも中には

ところが 50 歳でこういうがんに罹った場合はど

ありまして、この場合、検査を受けると早期発見

うでしょうか。亡くなるのは 70 歳で若いです。

はいくらでもできるのですが、生死にはあまり関

これは何とかしたい。50 ～ 65 歳の間で検診を

係しないかもしれません。これを検査して「がん」

受ければ良かったとということになります（スラ

を発見することを過剰診断と言います。あとで触

イド 24）。

れますが近藤誠さんという人は、これを「がんも

速いがんの場合はどうでしょうか。65 歳で検

どき」と言ったそうです。甲状腺がんや前立腺が

診発見可能になりました。3 年間放っておいたら

んは、こういうことになるのではないかと言われ

症状が出て 70 歳で死亡。これはまずい、65 歳

ています。
進行速度がゆっくりのものと速いものではどち
らが検診で見つかりやすいかと言いますと、定期

スライド 22

Length bias（進行速度による偏り）

スライド 23

Overdiagnosisbias（過剰診断）

的に毎年検診を行っていきますと一気に悪くなっ
てくるものは、検診と検診の間に一気に悪くなり
ますから検診で見つかりにくいということになり
ます。しかしゆっくりとしたがんは、どこかで検
査を受ければ見つかるので、ゆっくりとしたがん
ほど見つかりやすく、速いがんほど見つかりにく
いということになります。実際のところは、私た
ちは速く進むがんはかわいそうだと思い早く見つ
けようと思っているのですが、定期的な健康診断
では、残念ながら速いものを見つけることは非常
に難しく、ゆっくりとしたものは見つけやすいと
いう特徴があります（スライド 22）
。
この極端な場合が過剰診断で、15 年、20 年
経たないと進行していかないという場合は、途中
で他の病気で亡くなってしまう可能性もあります
し、症状が出て治療をしようかな、どうしようか
なと思っている時に脳卒中で倒れてしまうことも
あります。この場合、手前で見つけて治療する意
がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～
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の定年を待って検診を受けようということになり

診を受けるべきではなかったのかと思います。そ

ます。一方 80 歳の時点で検診発見可能ながんが

れから進行速度の速いがんほど発見されにくいの

ある場合、80 歳の誕生日にお孫さんが検診無料

で、毎年せっかく検診を受けていたのに見つけら

券をくれて、受けてみようかと思ったりする。こ

れない。手遅れだ、「どないしてくれるねん」と

の方が亡くなるのは 85 歳です。どうでしょうか。

いう話になります。このように検診は万能ではな

検診はもういいわと思われますか。これは人それ

いのでがんの種類によっては役に立たない場合も

ぞれの人生観があって「もういいわ」と思われる

十分あるということをご理解いただかないといけ

方も多いと思います（スライド 25）。

ないという話です。

このように年齢によって検診を受けようか、受

検診の評価というのは非常に難しい話です。メ

けるのをやめようかということはちょっとよく考

ディアの方も今日はたくさんいらっしゃっていま

えた方がいいと思います。定期的検診のもつ最大

すが、マスコミ情報だけでとどまる程度の検診と

の問題（スライド 26）は、進行速度が遅いがん

いうのは非常に多くあります。線虫ががんを診断

ほど発見されやすいので、発見された場合に切る

してくれるとか、イヌが診断してくれるという話

べきか切らないでいるべきかという選択が、とく

がありますが、こういう情報は昔からいくらでも

にご高齢の方には起りますので、相当に悩ましい

あります。私の立場は線虫を育てる立場ではなく、

問題がここにあります。そういうことだったら検

検診の有効性を調べる研究をしているのですが、
検診の利益というのは検診を受けた人の中からが

スライド 24

がん発見と手法（進行が遅いがんの場合）

んで死ぬ人が減るということです。そういう科学
的な証拠を 1 つではなく複数の研究で同じよう
な結果が出た場合に有効性が確立した検診となり
ます。ただそういう検診でもめちゃめちゃシンド
イ検査で、誰も受けたがらないとか、受けたら腸
に穴が開くというような検査だと、それはちょっ
といくら何でもという話になるので、最近では利
益と不利益とのバランスという話になります。こ
こは後でしっかり話します。ここがいちばん大事
なところです（スライド 27）。
今は国の指針とかガイドラインで推奨されてい

スライド 25

がん発見と手法（進行が速いがんの場合）
スライド 26
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スライド 27

年みんなが受けていくとがんで発見される人は目

検診の評価は難しい

減りしていきます。最初はがんが発見されていく
ので利益が増えてきますが、だんだん見つからな
くなってくるので、利益としては頭打ちになって
きます。不利益というのは検査をやればやるほど
どんどん増えてくるので直線的に増えていきま
す。そうするとだんだん利益と不利益は近づいて
いきます。アメリカはもうこのスライド 29 のよ
うな状態です。
スライド 28

いちばん悪いのは不利益が利益を上回ってしま

現在国の指針で推奨されているがん検診

うことで、税金を使ってみんなに害をもたらすと
いう、とんでもないことになります。質の悪い検
診が世にはびこってしまうとこういうとんでもな
いことになります（スライド 30）。
がん検診の不利益というのは、簡単に言うと、
放射線を浴びていますから放射線被曝という問題
があります。それから胃カメラや大腸ファイバー
る検診はスライド 28 にあるように、たったこれ

スライド 29

スクリーニング（検診）の質と効果①

スライド 30

スクリーニング（検診）の質と効果②

だけしかありません。細胞診を用いた子宮頸がん
検診やマンモグラフィーを用いた乳がん検診、便
潜血を用いた大腸がん検診など、胃がんについて
は内視鏡もオーケーということです。肺がんにつ
いては胸部エックス線と喫煙者には喀痰細胞診を
併用した検診がいちおう推奨されています。これ
以外にも大腸ファイバーはどうか、PSA 検査は
どうか、乳房の超音波検査はどうなのかという話
は、メディアでもたくさん出てくるものですし、
お医者さんの中にもこれが良いと言う方はたくさ
んいらっしゃいます。

過剰診断からとらえるがん検診の利益と
不利益

質の悪い検診
効果

不利益
利益

ここから「がん検診の利益と不利益」という話
です。実は検診をどんどん、どんどんやっていき
ますと、毎年受ける人ばかりになりますから、毎

検診規模

Donabedian A. 1980
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というのは、たまに事故が起こります。まちがっ

すが、医者になかなかその感覚がなくて「がんじゃ

てがんの疑いをかけられますと精神的に落ち込ん

なくて良かったですね、さようなら。」と言って

だり、そのぶんの医療費がかかってきます。そし

終わりですから、ここがいちばん患者さんの立場

て先ほどから話している過剰診断も不利益です。

の考え方と医者の立場の考え方が違うところで

放っておいても症状が発現しないゆっくりとした

す。

がんを発見して診断・治療をすることにどういう
意味があるのかという話です。

もういちど過剰診断ということを少し詳しくお
話しします。スライド 32 は、H.G.Welch とい

利益とは何かという話ですが、早期発見された

う方が論文で書いたものです。がんには進行が非

場合は、発見が遅れた場合に較べて軽い治療です

常に速いがんもあれば、遅いがん、非常に遅いが

ませられる。たとえば胃がんであれば内視鏡治療

ん、進行しないがん、退縮するがんもあるという

で入院しないでもパッとやってくれて良かったと

ことです。消えて治ってしまう、自然治癒のがん

言う人もいます。ただ、そういう場合でも、普通

もあるのかということですが本当にあります。私

はがんに罹ってしまった、えらいことになってし

も何例か大阪で見たことがあります。

まったという感覚の方が強く、内視鏡で治療も軽

近藤誠（慶應大学医学部元講師）先生は『あな

くすんで良かったという実感はなかなか持てない

たの癌は、がんもどき』という本を出されていま

可能性があります。楽にやってもらって良かった

す。彼はがんには「真のがん」と「がんもどき」

というのは、何年もたってからすごい大きな手術

しかないと言います。その見分けは付かない。
「真

をした人と較べてどうかという話なので、なかな

のがん」は初めから転移している。「がんもどき」

かすぐにはこの利益は実感しづらい。それからが

は絶対に転移しない。この 2 つしかがんはない

んで死亡する人の割合が減少しますと言っても、

ので、よって早期発見・早期治療には意味がない

それはその気で計算しないと分からないというこ

ということです。分かりやすいと言えば分かりや

となので、利益はなかなか分からないものです（ス

すいのですが極端だなという感じです。当時、
「が

ライド 31）。

んもどき」とよく言われていたので、東京の某有

しかし不利益というのは「がんはありませんで

名な病院長は「がんもどきはオデンの中にしかな

した。良かったですね。」と言われても、不利益

い」と言って大笑いになったのです（スライド

は感じているので損したと思っています。不利益

33）。

というのは一般の方はけっこう感じやすいもので

スライド 31

16

Ⅰ

第14回OS.indd 16

がん検診での利益と不利益

早期発見・早期治療の理論は、検診をすれば将
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 剰診断（overdiagnosis）を正しく理解し
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来は大きながんになるものが早期発見・早期治療

はずです。検診をやれば小さながんが見つかり、

されることで大きながんになることを予防するも

それと同じ数だけ進行がんは減っていくはずです

のだということです。したがって 1 例早期発見

ので、早期がんの発見と進行がんの減少は 1 対

をすると、将来大きくなるがんは 1 例減らせる

1 のはずです（スライド 34）。
さ あ ど う で し ょ う。 ス ラ イ ド 35 は『New

スライド 33

がんもどき理論の問題

England Journal』という世界でいちばん有名な
医学雑誌に載ったものです。アメリカで乳がん検
診をやりました。そうしたらかなりの早期がんが
見つかりました。それは将来の進行がんに影響し
ていくのだろうと思ってみていると、たしかに
減ったのですが、少ししか減っていない。感じか
ら言いますと発見される早期がんの上昇カーブと
ちょうど逆に反転する感じで減っていくのだろう
と考えられていたのですが、進行がんの減り方は

スライド 34

早期発見・早期治療の理論

か な り 緩 や か な 減 少 で す。 そ れ で、 こ の 図 の
Late Stage（進行がん）の実線とその下の点線
の差が過剰診断ではないかと考えられるというこ
とです。早期がんの診断は 2.5 倍に上昇したが、
進行がんは 2 割しか減らなかったので、早期が
んを 1 例発見して治療したからと言って、将来
の進行がんを 1 例減らすことにならないという
かなりインパクトのある、見た目に分かりやすい
論文が出されています。
スライド 36 は子宮頸がんの話です。たとえば

スライド 35

乳がん検診での過剰診断

女 性 1 万 人 が い る と、
HPV というウイルスには
ほとんど感染しますが、ほ
とんどは勝手に治って、持
続感染は 500 人ぐらいに
なります。その中で子宮粘
膜の顔つきが変わってしま
うのは、だいたい 80 人ぐ
らいで、その顔つきがどん
ど ん 進 ん で い く の が 50
人、さらに進むのが 10 人、
最後の浸潤がんになるのは
1 人という具合に数字が出
がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～

第14回OS.indd 17

17

2019/03/28 19:01

スライド 36

病変とか上皮内がんはどん

HPV 感染から前がん病変、そして子宮頸がんへ

どん見つかってきますか
ら、過剰診断は必ず出てき
ます（スライド 38）。
過剰診断を見つけたら絶
対にいけないのか、治療し
てはいけないのかという話
に な り ま す が、 大 腸 に ポ
リープができたらポリペク
トミーを簡単に受けること
ができます。これはポリペ
クトミーがあまり事故を起
こさなくなったからです。
いちばん問題なのは乳がん
ています。顔つきが変わったものは全部がんにな

です。乳がんは、どれが過剰診断で、どれが進行

るのではないかとイメージしがちですが、そうい

がんになっていくのかが誰が診てもさっぱり分か

うことはありません。だんだん進行していくのは

らないので、切らざるをえないということになり

かなり目減りしていくことが分かっています。子

ますから、乳がんがいちばん問題ですし、乳がん

宮頸部については、勝手に治る（退縮）というこ
とがよく知られています。

スライド 37

 診と過剰診断（がんの進行は 1 対 1 ではな
検
い）

スライド 38

検診と過剰診断（ピラミッド構造）

今まで私たちは、必ず 1 対 1 で病気は進んで
いくという理屈の上で、病院の外来で「このまま
放っておいたらえらいことになる」と言われて「あ
あ、分かりました。切ります。」とやっていたの
ですが、どうやら実際は、そんなことではなく、
ピラミッド構造で、前がん病変から上皮内がんに
進むのは一部で、さらにそこから浸潤がんになる
のは一部、そしてそこから致死的ながんになるの
は一部だということです（スライド 37）。
このピラミッドの角度がどうなのかは知りませ
んが、どうやらこういう形で、そう進行しないと
いうことが分ってきました。過剰診断というのは
この図の前がん病変と上皮内がんと浸潤がんの一
部をがんと診断することで、統計的には、リンパ
節転移をしていても過剰診断かもしれないという
ものがあるというのが事実です。医療技術が進歩
してどんどん小さいものを見つけていくと前がん
18
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の場合は手術の後に、抗がん剤、ホルモン療法と

方検診として行われていない甲状腺がんと、メラ

か放射線という話になってくるので身体に当たる

ノーマというホクロのがん、そして腎がんは、同

侵襲がどんどん、どんどん大きくなってくるとい

じように診断される割合が急激に増えています

うところがあります。
検診による過剰診断があっ

スライド 39

がんの罹患と死亡のトレンドのパターン

た場合に、診断される方はか
なり増えます。しかし死亡率
はあまり減りません（スライ
ド 39）。
スライド 40 も H.G.Welch
さんの論文です。アメリカの
がん種がどうなっているかを
示したものです。前立腺がん
と乳がんに関しては、罹患は
増えていますが、だいたい検
診は行われています。死亡率
は少しだけ減っています。一
スライド 40

アメリカにおけるがん種別にみた罹患・死亡数

がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～
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が、死亡は全然減っていないということなので、

う危険なこともこの人たちには起っているという

どうやらこういう過剰診断は行われているようで

ことです。

す。テレビでホクロのがんの人の特集があったり

スライド 42 は手術レポートです。2001 年か

すると皮膚科が満員になるというのは、アメリカ

ら デ ー タ が あ る の で す が、2001 年 は 年 間 に

でも同じで、日常診療の中でも、われわれは過剰

1,000 件しか甲状腺がんの手術はしていません。

診断を生み出しているのかもしれません。

ところが急激に増えてきて最後の 2013 年はグ
ラフにも描きこめないほど増えたのでグラフの棒

過剰診断例―韓国の甲状腺がん

が 4 つになっています。大変な速さで年間 4 万
件の手術が行われています。12 年間で手術が

韓国の話です。スライド 41 でお分かりのよう

40 倍になったのです。これはまずい、これは過

に、罹患数が飛びぬけて多いのが甲状腺がんです。

剰診断だと気がついた 4 人の有名な研究者がテ

韓国では放射線の事故が起こっていないのになぜ

レビに出て、これは過剰診断だから止めなさいと

と思われると思います。その通りで放射線事故な

訴えて社会問題化したところ、外科医たちがパッ

ど何も起こっていませんが、甲状腺がんは、罹患

と手を引いて切りませんとなって即座に手術件数

数は 1 位で 44,007 人が甲状腺がんと診断され

が半分になりました。切ったらダメと言われたら

て死亡は 373 人です。わずか 0.8％しか死亡し

即減るということで、「なんやねん？」というこ

ませんから生存率は 99.2％というすごい高さで

とです。

す。その甲状腺がんの半分以下が 1㎝以下です。

そういうわけで早期発見をやればやるほど過剰

韓国では甲状腺がんの 5㎜未満のものは切除しな

診断はどんどん出てきます。国の検診プログラム

いとガイドラインで決められているのですが、実

に入らなくても勝手に出てきます。発見効率が高

際には 5㎜未満のものの 4 分の 1 は切除されて

いからという理由だけで手を出したら絶対にいけ

いるので、韓国の外科医は甲状腺を切りまくって

ない。嗄声というのはカラオケで歌が歌えないと

いたというのが事実です。

いうだけではなく誤嚥性肺炎の原因になります。

副作用として何が起こっているのかと言います

年間 4 万人の 2％ですから、800 人が嗄声にな

とホルモンの機能低下が 11％、声がかすれる嗄

るので、その内の何百人が誤嚥性肺炎で命を失っ

声が 2％に起こっています。声がかすれるだけで

たのかという話になるので恐いなという話です

はなく、誤嚥と言って食べ物が気管に入ってしま

スライド 41
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スライド 43

スクは高いのですが、なんと 85 歳以上は 1,000

過剰診断は…

人当たり 31.8 人と高くなっています。歳をとっ
てくると検診を受けるのは、一か八かです。私は
大丈夫、去年も受けたから大丈夫とみなさん言わ
れるのですが、恐いですね。
スライド 46 は、人口動態統計からとったもの
です。何歳の時にどの病気で亡くなるかというも
のです。がんは恐い病気ですが、半数ほどががん
で亡くなるのは 65 ～ 69 歳です。会社勤めの人
スライド 44

は定年を終えてこれから遊ぼうかという時がいち

過剰診断の正しい理解

ばん心配です。80 歳を過ぎるとがんで亡くなる
方はどんどん減ってきて 85 歳以上では 2 割です。
残りは何かと言いますと心疾患や肺炎という形に
なるので、気に掛けることが違うのではないかと
思います。がんのことばかり心配してもだめです、
がんで亡くなる方は 2 割しかいないのです、他の
ことを考えませんかというのが大事なところです。
H.G.Welch さんの本は日本語訳が出されてい

スライド 45

大腸内視鏡検査に伴う偶発症・事故

スライド 46

年齢階級別の主な死因

ますのでお読みなりたい方は読まれるといいと思
いますが、どのような病変が致死的ながんに移行
するかは臓器によっては不明です。ただし生命予
後の短いと考えられる高齢者に検診を提供するこ
とは過剰診断につながるので止めましょうと書い
てあります（スライド 44）。

年齢とがん検診
年齢とがん検診の話です。スライド 45 はアメ
リカの論文で大腸内視鏡検査に伴う事故の発生率
です。腸に穴が開く穿孔、出血する、輸血しなけ
ればいけないというのは、年齢が上がるにつれて
どんどん増えています。検査による「穿孔・出血・
輸血」のリスクは、1,000 人当たり、66 〜 69
歳で 5 人だったのが、85 歳以上は 12.1 人にな
ります。食事制限をして下剤をかけて便をたくさ
ん出させて脱水になるので脳梗塞、心筋梗塞のリ
がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～
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スライド 47 は辛いデータです。読みたくない

んか。これは実はもっと以前に明らかにされてい

人は捨ててください。アメリカの USPSTF（U.S.

たのですが、さすがにアメリカでもインパクトが

Preventive Services Task Force: 米国予防医療

強すぎたのか公開が隠されていて、探すのに苦労

サービス専門作業部会）という予防に関するガイ

しました。こんなものを目の当たりにすると「受

ドラインを出しているところが一般の人向けに出

けるかアホッ！」という感じなります。現実に計

した前立腺がんの PSA 検診の利益と不利益のバ

算するとこういうことになります。諸手を挙げて

ランスに関する強烈なメッセージです。このガイ

推奨するようなものではなく、推奨レベルは非常

ドラインではお医者さんと相談して受けたければ

にギリギリの「C」で、よく考えて受けたければ

受けてもいい、しかし勉強してねと書かれていま

受けてくださいというものです。受けるとこうい

す。1,000 人の人が前立腺がんの PSA 検診を受

うようなすごいシナリオになります。したがって

けると 240 人に異常値が出て、100 人が直腸か

あまり期待をかけない方がいい。不利益は思った

ら細胞を取って生検をします。80 人が手術か放

よりも大きいということは理解していただいた方

射線治療を受けますが、60 人は尿漏れか勃起不

がいいと思います。

全になります、オムツです。3 人のがんの進行を

スライド 48 は年齢の話です。54 歳までは女

抑える可能性があり、1 ～ 2 人のがん死亡を減

性の方ががんに罹りやすく、男性は、だいたい定

らしますということです。「エッー」と思いませ

年が近づいてきたところからがんが急に増えてき

スライド47

スライド 49

 立腺癌のPSA検診での利益と不利益バラ
前
ンス（USPSTF（2018） Screening for
Prostate cancer）

男性

20 ～ 24 歳で罹るがん

（22.4／10万人･年）

女性
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スライド 50

（59.1／10万人･年）

55 歳以上は男性の方ががんに罹りやすい

スライド 48 20 歳～ 54 歳は女性の方ががんに罹りやすい
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スライド 51

がんに関する男性と女性、年齢

でやっているところが多いのですが、それは意味
がありません。20 歳は胃がんはほとんどありま
せん。それよりも子宮頸がんをきちんと受けて、
乳がんが問題になってくる年齢になったら乳がん
を受けるという方がよほど理にかなっているとい
うことです（スライド 51）。

がん検診に関する Q&A
最後ですが、よく質問されるところを Q&A と
して勝手にまとめてきました（スライド 52）。
「20

ます。
女性の場合、若い 20 ～ 24 歳で罹るのはほと

～ 30 歳代は乳がん検診がなぜ受けられないので

んど子宮頸がんだけです。ここで乳がんに関心を

すか？」ですが、20 ～ 30 歳代に対して乳がん

抱かれて乳がん検診を受けるのはやや問題で、乳

検診を評価した研究は世界のどこにもありませ

がんは図にあるようにわずかしかありません（ス

ん。なぜかと言いますと、20 歳代の乳がんは日

ライド 49）。

本では 10 万人に 1 人と非常にまれです。30 歳

55 歳以上になりますと
男性が一気に罹りやすく
な っ て き ま す（ ス ラ イ ド
50）。
おもながんは、胃がん、
肺がん、大腸がんが 55 歳
以上の男性には増えてきま
す。女性に関しては、最初
は子宮頸がんが多かったの
ですが、それが減り始めた
ら乳がんが増えてくる。遅
れて大腸がん、肺がんが増
えてくるので、全部勝負す
るのはやや意味がない。ラ
イフステージに合わせてど
のがんに気を注いで、どの
検査を受けたらいいかをよ
く知っておかなければなり
ません。今は企業の検診で、
20 歳になったら胃がんな
り肺がんなりを全部セット

スライド 52

がん検診での Q&A

■ 20～30歳代は乳がん検診がなぜ受けられないのですか？
– 20～30歳代に対して乳がん検診を評価した研究は世界中にありま
せん。
– 20歳代の乳がんは10万人に1人とまれです。
30歳代の乳がんは数千人に一人の割合で、交通事故の死亡割合と
同じです。（40歳代は400人に1人）
■ 乳がんの超音波検診が、マンモグラフィーよりもよいと聞きましたが？
– 40歳代に対してマンモグラフィーと超音波を併用した方と、マンモ
グラフィー単独の方を比較した研究（J-START）は、まだ2回目の検
診までの成績しかでていません。最終成績までは10年近くかかりま
す。
– 超音波がマンモよりよい というのではなく上乗せしてどうか？と
いう研究です。
– 超音波の特別な研修を受けた機関の成績で、｢超音波ができるすべ
ての機関｣の成績ではありません。
■ 去年大腸内視鏡検査を受けて、何もないと言われていますが、今年の便
潜血で陽性の結果でした。便の再検査ですませたいのですが？
– 家族性ポリポーシスなどの特殊な病気が無い限り、ポリープも何も
ないきれいな大腸（クリーンコロン）状態で、毎年内視鏡検査をす
る必要ありません。
– 便潜血は1回1回の感度は低い検査なので、陽性のあとの再検査の
意味はありません。
■ 20歳代ですが、職場で胃がん検診を受けることができますが？
– 基本的に受ける必要はありません。がんがゼロということはありま
せんが、かなりリスクは低いものです。
■ 75歳です。昨年萎縮性胃炎と言われて、ピロリ菌の除菌をし、成功しま
した。もう胃がん検診は受けないでいいですか？
– 除菌をすると炎症が治まれば胃炎は少しづつよくなりますが、ご高
齢の場合、完全に元には戻りません。胃がんのリスクは小さくなり
ますが、ゼロにはならないので検査をうけておきましょう。

がん検診を正しく知ろう～がん検診の良いところ、悪いところ～
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代の乳がんは数千人に 1 人の割合です。これは

ということで、これもよくあります。たとえば家

交通事故の死亡割合と同じです。昔は交通事故で

族性ポリポーシスという 100 個ぐらいポリープ

亡くなる方は、近所にいっぱいいたと思いますが、

ができてしまう特殊な病気があるのですが、そう

今は大変減ってきていますが、そもそも交通事故

いう家系でない限り、ポリープも何もないきれい

のために外を歩くのにいちいちヘルメットはしま

な大腸（クリーンコロン）状態の人は、毎年内視

せん。40 歳になったら 400 人に 1 人ですから、

鏡検査をする必要ありません。

こうなると完全に自分のリスクになりますが、

したがってこの人はそもそも大腸がん検診を受

30 代は数千人に 1 人ですから早すぎます。数千

ける必要がなかったというのが正解です。便潜血

人と言いますと同級生の女性に数千人はいませ

検査というのは 1 回ごとの検査の感度は非常に

ん。そのぐらいの確率です。

低く、30 ～ 40％しかありません。しかしこれ

「乳がんの超音波検診が、マンモグラフィーよ

を毎年やっていくと全体として 10 年間並べると

りもよいと聞きましたが？」というのもよく質問

90％というような話になりますから、陽性のあ

されます。40 歳代に対してマンモグラフィーと

とにもう一度再検査をしても陰性になる可能性が

超音波を併用した方と、マンモグラフィー単独の

かなり高いので、あまり意味はありません。

方を比較した研究として「J-START」というのが

それから「20 歳代ですが、職場で胃がん検診

あります。ただこれは論文が 1 つ出ただけで、

を受けることができますか？」ということですが、

まだ 2 回目の検診までの成績しか出ていません。

基本的に受ける必要はありません。がんがゼロと

最終成績まではまだ 10 年近くかかります。

いうことはありませんが、かなりリスクは低くて、

この研究は、超音波がマンモよりよいというも

何 10 万人に 1 人というものです。

のではなく、超音波をマンモに上乗せしてはどう

「75 歳です。昨年萎縮性胃炎と言われて、ピ

かという研究です。ちなみに超音波の特別な研修

ロリ菌の除菌をし、成功しました。もう胃がん検

を受けた技師さんなり、お医者さんの成績で、そ

診は受けないでいいですか？」ということで、こ

のあたりの超音波ができる開業の先生の話ではあ

れもよく聞かれますが、除菌をすると炎症が治ま

りません。超音波の乳がんの見落としというのは

れば胃炎は少しずつよくなりますが、ご高齢の場

山ほどあります。そんな超音波検査を過信して、

合、どうしても修復力は弱いので完全に元には戻

超音波の検診を始めますというのは完全な間違い

りません。胃がんのリスクはかなり低くなります

で、それをやるとたくさんの見落としが出るとい

が、ゼロにはならないので、そこそこ内視鏡検査

う話になります。

などの検査は受けておいた方がいいでしょうとい

それから「去年大腸内視鏡検査を受けて、何も
ないと言われていますが、今年の便潜血で陽性の

うことです。
以上で講演を終わります。

結果でした。便の再検査ですませたいのですが？」
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質疑応答

■ 高橋

どうもあり

ものだと思っていました。今日の先生のお話を聞

がとうございました。

いた印象では、PSA は無駄な検査だと思いまし

最初のメガ盛りのスラ

た。ただ先生は完全に無駄だとは言っているので

イドの意味がよく分か

はなく、「無駄ということではないが……」とい

りました。先生は検診

うのが、正直な私の印象です。今日は「PSA は

施設から恨まれたりし

無駄」ということで持ち帰りたくないので、改め

ませんか。

てどういうものかという質問です。

■ 中山

■ 中山

恨まれてい

先ほど申しあげたように前立腺で亡く

ます。腫瘍マーカーの

なる方はいるのですが、それを大幅に上回る何百、

話を産業医の研修でや

何千人という、本当に治療が必要かどうか分から

ると会場の 500 人ぐ

ない人を PSA 検査で見つけているということが

ら い の 先 生 方 が

あります。そこをどう回避すべきかということで

「えっー、知らなかっ

すが、まだ世の中的には研究をしているところで、

た」となります。

どうやってこの方は亡くなるのか、これは性質が
良いものなのかということを見分けている最中で

■ 高橋

どこからでもけっこうです。どういう

切り口でもいいのでご質問をどうぞ。

す。誰がその前立腺がんの悪いものに罹るのか分
からないので、そのへんのところまで考えて受け
られるのならいいと思います。とにかく受けるの

PSA 検査は不要なものか

であれば、よくよく勉強するということと、もし
もオムツの生活になった時にどうするのかという

■ 参加者 G

先生どうもありがとうございまし

ことまで考えて受けることです。若い方で、55

た。PSA 検査はびっくりしました。どこかのセ

歳ぐらいでオムツになって会社を辞めたという人

ミナーで講師の先生が、50 歳の時の PSA 値があ

をみたことがあります。また奥様との 1 週間に

なたの基準値で、そこからどのくらい上がってい

1 回の愛を叶えられなくなったということでうつ

くか知っておいてくださいと言われて、そういう

病になったという方もみたことがあります。
質疑応答
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いうと、そんな甘い期待は絶対に持たないでくだ
■ 参加者 G

よく勉強します。ありがとうござ

いました。

さい。胃の内視鏡検査は、消化器の先生以外はや
りません。子宮頸がんに関しては婦人科の先生以
外はやりません。一方、胸のエックス線に関して

■ 高橋

はい次の方。

は機械を買いさえすれば誰でもやれます。へたし
たら眼科の先生がやるかもしれない。

胸部レントゲン検査の評価

私が卒業した 30 数年前は肺がん読影の授業は
ありませんでした。卒業して研修医のころに週に

■ 参加者 H

今日は貴重なご講演をありがとう

1 回、肺がんの専門の先生に教えてもらったこと

ございました。ここにおられる方は、ほとんどの

があります。それは呼吸器内科があったからです。

方が胸のレントゲンを撮っていると思いますが、

ですから医師の資格を持っていても、ほとんどが

あの検査についてはいかがですか。止めたという

肺がんを見たこともない状態で医学部を卒業しま

国もあると聞いていますが。

す。卒業後も勉強するところもありませんでした。
したがってそういう人に巡り合わないようにと

■ 中山

もともと肺がん検診としてやっている

いうのが本当のところで、ご自分で受けようとさ

国はほとんどなかったのですが、私はその研究を

れるなら、この病院の専門は何ですかと聞いても

一生懸命にやってきた一人です。きちんとやれば

らってからがいいと思います。

そこそこの効果はあるし、タバコを吸わない方に
関しては、速度の遅いがんが出やすいのでそれな

■ 高橋

りに効果は高いと思います。今は女性の方の肺が

思い浮かべているのは、
「良い検診施設をどうやっ

んの死亡率がだんだん減ってきています。それは

て選ぶか」ではないでしょうか。それについて先

おそらく検診の効果だろうと思っていますが、た

生はどうお考えですか。

おそらく多くの方々が、今、頭の中に

だスライド 10（8 ページ参照）でお示ししたよ
うに事件が起こっているのはたしかで、とんでも

■ 中山

ないお医者さんが読影している場合は、そういう

医師の名前や専門を表示をしているところはほと

ことが起こっています。

んどないですね。そこはやはり確認をした方がい

お医者さんだから胸のエックス線が読めるかと

そもそも人間ドックのようなところで

いと思います。ただ、専門医だから安心してよい
かと言いますと、その資格は、勉強をしたとか、
何年間か学会にいたという資格であって、技術を
保証するものではけっしてないのです。今回読影
ミスをした事件は、放射線科の専門医がまちがっ
たのだと知り、僕は本当にショックを感じていま
す。専門医の資格を取っても、全然、読影力がな
いことが分り、関係者一同、頭を抱えているとこ
ろです。
胸部エックス線など昔からある検査方法に関し
ては、若い先生は興味・関心がないので、まった

26

Ⅰ

第14回OS.indd 26

オープンセミナー・第 14 回

2019/03/28 19:01

く信用ができません。それで困っているところで

でしょうか。

す。
■ 中山

進行速度と発見時の状態

きっとあるでしょう。野際陽子さんは

ヘビースモーカーだという話ですから見つかった
時にはかなり進行していた可能性はあります。中

■ 高橋

はい、どうぞ。

村獅童さんのような人は毎年、人間ドックを受け
ていたのだろうと思いますから、おそらくかなり

■ 参加者 I

ありがとうございました。早期発見

と進行速度というお話がありましたが、この進行

の早期発見であったのだろうと思います。ただ詳
しくはあまり知りません。

速度が臓器によって違うということは、同じ遺伝
子でできている 1 人の身体でも、臓器によって

■ 参加者 I

ありがとうございました。

変異の入り方が違うのか、それとも何か環境に
のでしょうか。

遺伝性のがんについては今後の研究や体
制整備を待つ

■ 中山

■ 高橋

よってそうなっているのか、どう理解したら良い

たとえば肺がんで、同じ人の右の肺と

はいそれではお隣の方どうぞ。

左の肺に同時にがんが見つかっても、片方が 5
年前にできて、こちらは今というように進行速度

■ 参加者 J

が違う場合があります。それはたとえば遺伝子の

会場にはがんサバイバーの方がおられると思いま

変異が左右の肺で違うところに起きたということ

すが、私は網膜芽細胞腫という眼の小児がんのサ

で進行速度が変ってしまうのかもしれません。全

バイバーで、がんの基礎遺伝子の欠損があること

部同じ遺伝子で、同じところをやられるというの

が分っている病気です。子どものころのがんなの

は、実はあまりなさそうで、速いもの、遅いもの

で寛解率は高いがんですが、大きくなると晩期合

というのが同じ人にも出てくるということだと思

併症と 2 次がんに気をつけなさいとは言われて

います。したがって 1 回だけちょっと診て、こ

います。ただ、今のところ国内にはそれをフォロー

の人のがんは遅いですねと言うのは難しい話で、

アップする仕組みがありません。同じ病気になっ

何回か診ないと速いか遅いか分からないという話

た成人の方の話を聞いていると胃が痛いと内視鏡

です。ただ、がんと指摘された人からすると早く

検査を受けたり、お腹が痛いと言って検査を受け

何とかしたいという話なのでどうしても切ってし

たり、30 代でポリープが見つかったり、40 代

まいがちになります。

で胃がんが見つかり摘出したりしたという話もチ

今日はありがとうございました。

ラホラ聞いています。検診精度は低くてもリスク
■ 参加者 I

もうひとつなのですが、マスコミ情

が高いサバイバーの人にとっては、ある程度、定

報で、中村獅童さんが肺腺がんで早く見つかり

期的に受けることが安心料ではないのですが、早

治ったというニュースが出た後ぐらいに、野際陽

期発見と精神的な安心にはつながるのかなと思う

子さんがそれで亡くなられたと聞いてしまうと、

のです。そういう家族性の腫瘍、遺伝性の腫瘍、

中村獅童さんがメガ盛りしたのではないかと思っ

あるいはすでにがんを経験している人たちがフォ

てしまうのですが、そこは何かからくりがあるの

ローの検診を受けるのは、どういう基準で考えた
質疑応答
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ら良いのかお考えをお聞かせください。

小児がんということで
考えますと、今お話に

■ 中山

本当のところを言いますとデータがな

あったように長期フォ

いというのが本音です。たしかにがん抑制遺伝子

ローアップができてい

の関係で発がん率は高いのですが、それがどのく

ないということは、国

らいの頻度で、何がんに出てくるのかは、やはり

の方でも課題として考

かなり数を集めて調べてみないと分からない話な

えています。2018 年

ので、そこは他人任せにするようですが、希少が

7 月 31 日に小児がん

んセンターの方でまとめていただく形になるのか

拠点病院とがん診療連携拠点病院と連携、とくに

なと思います。

フォローアップのところでしっかりつなぐように

たしかに今日は言いませんでしたが乳がんで

しないといけないという通知が厚労省から出され

BRCA 遺伝子が変容している人にどうやって何を

ています（がん診療連携拠点病院等の整備につい

するのかということに関しても今日お話したとこ

て：厚生労働省健康局長通知、小児がん拠点病院

ろとはまったく違うレベルの話で、個別の話にな

等の整備について：厚生労働省健康局長通知）。

ります。そこについては世界的にも何も決まって

昨日もある NPO の会合で長期フォローアップの

いません。特別な、たとえば遺伝子の異常があっ

ところで、患者さんが自分のサマリーを持ち、そ

たら MRI で毎年乳がんの検査をしたらいいとい

れをしっかり医療者に伝えて、医療者が患者さん

うこともアメリカでは言われていたりするので、

の病歴によってフォローアップの間隔などが分か

そのへんはこうですという決まった話としては、

るように、システムとしてサポートするような研

今の段階では申しあげられないのです。

究が紹介されていました。そういうものが今、進
められていて、そこが足りていないというところ

■ 参加者 J

高橋先生にもお聞きしたいのです

は分かっています。

が、サバイバー支援をやっている中で、そういう

また小児がんの患者さんは、子どもの時のこと

悩みや相談はいくつかあると思うのですが、それ

ですから親御さんから正確に伝えられていないと

に今後、がん研究センターや国を含めて何か対応

いうこともあり、そこは伝えてもらって自分の情

していく可能性についてお聞きしたいのですが。

報を持ったうえで、医療者と相談し、医療者もそ
こに応えられるような体制を今後作っていくとい

■ 高橋

2 次がん、3 次がんのスクリーニング

う課題に取り組み始めたところです。まだまだ先

は、これだけがんと診断される方が増えてきて、

の話ですが、そういうことの検討が進められてい

経済効率も考えねばならない中、サバイバーシッ

るというところです。

プ研究の本当に重要なテーマのひとつです。でも、
今お話にあったように、なにしろまだまだデータ

■ 高橋

がありません。ただこれが超重要課題だという問

リーニングだけではなく、長期合併症や、ある程

題意識は世界的に高まっているので、今後進んで

度時間が経ってから新たに出てくる晩期合併症に

いくと考えています。

ついてもフォローアップは大事なテーマだと思い

ありがとうございました。がんのスク

ます。
■ 若尾
28
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腫瘍マーカーを測る意味
■ 参加者 K

今日はありがとうございました。

私は乳がんサバイバーです。再発・転移を早期発
見することに意義を感じられず腫瘍マーカーを測
るのをやめたのですが、みなさんは早く見つけた
いのか腫瘍マーカーを調べている方が多いです。
それについて先生ご自身は意義のあることとお考
えか、どのように思われているでしょうか。
また再発・転移を探す時に腫瘍マーカーを使用
しますが、腫瘍マーカーに影響しやすい物質があ

かいことまでみなさん考えないので、へたしたら

ると数値が高くなって見つかりやすくなるものが

毎月測りたいと思っている人の方が多いと思いま

あるのか、そういう素朴な疑問があるのですが、

すが、その意味がどこにあるのかということです。

そういうものがあるのかご質問させていただきま

そういう時に海外では、どのくらい効果が上がる

した。

のかということを計算で出したりします。日本で
はそういった研究はないので何となくやられてい

■ 中山

お医者さんの立場からすると再発を早

るということです。

く知って、何とか少しでも早くという考えなので
しょうが、それを患者さんの立場でどう受け止め

■ 参加者 K

ありがとうございました。

るかということで、そこはもう確率の話です。
80％、90％の生存率であれば再発率は 10％と

PET － CT 検査の考え方

か 20％になるので、そこは知らんふりをしてお
きますというやり方は、
「あり」だと思いますので、

■ 高橋

それでは最後の質問にまいります。

そこで無理をして腫瘍マーカーを測らないという
やり方は、私は共感します。

■ 参加者 L PET-CT 検査の有効性についてう

腫瘍マーカーが上がりやすいというのは、転移

かがいたいのです。私は多重がんなのですが、2

をしてから測る場合がけっこうありますので、そ

つめのがんが唾液腺の希少がんで、良性だろうと

れだったら症状が出てから測るという対応の仕方

言われて切除したのですが、結局悪性だというこ

も「あり」かなと思います。

とが分り、そこから PET が始まりました。手術
をして 1 年後の検査でまた PET。今度は 2 年目

■ 参加者 K

再発・転移を見つけると言います

を迎えるのですが、3 年目を迎えるとまた PET

か、腫瘍マーカーを毎回測る意味ということでは、

という話なのですが、子宮のがんの時はそれほど

3 ヵ月ごとの検診で毎回測っている人もいまし

やらなかったのでどうなのだろうと思っていま

て、私も当初はそうしていたのですが、お金もか

す。リスクのあることは分かっているので今は

かりますし、先生はどう考えられますか。

迷っていて、ご意見をお聞かせください。

■ 中山

■ 中山

あまり必要ないと思います。あまり細

PET が導入された時に、NCC に研究
質疑応答
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班があって、私もそのメンバーとして PET の研

か検査に投げ掛けない方が良くて、これは本当に

究にも携わったのですが、臓器によってやはり出

何の意味がありますかという話をちゃんとお医者

やすいところと出にくいところがあって、おそら

さんや施設に聞いていただいた方がいいと思いま

く婦人科のところは全然効果があがらないと思う

す。人間ドックなどを受けておられる方は、そこ

のであまり行われていませんが、首回りのところ

の先生は何科が専門かを聞いた方がいい。消化器

は異常が早く出やすいのというのはたしかです。

が専門で胸のレントゲンをされていた方はたぶん

とくにルビエールリンパ節といういちばん奥のと

いないと思います。ずっと研究をしてきてからリ

ころは CT でも難しいので、それを見たいのでそ

タイアして人間ドックに勤める人がいないとも限

ういう検査をしておられるのだと思いますが、あ

りませんので、そのへんを確認してからお受けに

なたが罹られたがん自体で PET-CT でどのくら

なられた方がいいと思います。僕は東京に来て

いの検出力があるのかないのかは、たぶんデータ

4 ヵ月ですが、東京の人たちはみんな人間ドック

がないと思いますから、やる意味があるのかない

を受けるのが好きなのだということがよく分かり

のかは、ちょっと先生とよく相談してみた方がい

ました。そのへんは大丈夫かどうかよく確認をさ

いかもしれません。普通の造影 CT や MRI 検査

れた方がいいなと思います。長々としゃべりまし

の方がいいかもしれませんが、あとはコストの問

たが最初の写真や最後までたくさん写真を見てい

題がけっこう大きくて、そのへんでもよくご相談

ただきお腹も空いたでしょうから築地でおいしい

してもらった方がいいのかもしれません。

ものを食べて帰ってください。

■ 高橋

■ 高橋

ありがとうございました。あっという

間に 30 分過ぎてしまいましたが、本当に、検診

どうもありがとうございました。大き

な拍手をお願いいたします。＜拍手＞

についてはこれはどうなのだろうかという疑問が

次のイベントは、10 月 23 日に月島区民館で

尽きないですね。やはり自分の価値観も含めて

公民館カフェを開きます。がん治療とお金の話で

色々考えていくことが大事なのだなということが

す。この会場でやる次のオープンセミナーは 12

伝わりました。先生には、最後に一言メッセージ

月 17 日の予定です。そのテーマは、先ほど長期

をお願いします。

合併症、晩期合併症の話が出ましたが、がん治療
が一段落してかなり時間が経ってから出る心臓の

■ 中山

今日の話は若干難しかったかなと思い

機能障害の話です。順天堂大学の佐瀬先生にお話

ます。今まで聞かれていたこととまったく違う話

いただきますのでぜひご参加ください。本日はご

をしたと思いますが、あまり無茶な期待を検診と

参加どうもありがとうございました。＜拍手＞
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「第14回オープンセミナー」アンケート集計
平成30年9月12日（水）実施
受付登録者143名 お立場（複数回答）

参加者 129名
回答者 109名（回答率 84.5％）

患者・家族

医療者

36.2%

行政関係者

13.5%

メディア関係者

企業関係者

11.4%

6.5%

NCC関係者

4.9%

その他

13.5%

2.2%

アンケート集計
男性

性別

女性

28.0%
20歳代

年齢
4.0%

72.0%

17.0%

30歳代

40歳代

25.0%

60歳代

70歳代以上

1.0%

34.0%

お立場（複数回答）
患者・家族
医療者
行政関係者
メディア関係者
企業関係者
NCC関係者
その他

50歳代

17.0%

2.0%

カフェを知った経由（複数回答）
47.7%
16.5%
3.7%
6.4%

友人の紹介
Facebook,Twitter

17.4%
11.9%
10.1%

オープンセミナーの感想

とても良かった

62.4%

研究班からのメール
7.3%
4.6%
26.6%

その他

やや良かった
71.6%

あまり良くなかった

全然良くなかった

無回答

16.5%
0.0%

11.9%
0.0%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

確かに自分もそう思っていたという思い込みの話しから、お話が展開していて、とても分かりやすかったです。自分はどうしようか、
家族はと考えるとても良い機会となりました。ありがとうございました。
特に前立腺がん検診について、理解を深めることができました。
企業内保健師です。会社は、がん検診（人間ドック）の若手化をすることが社員のためと思ってやめません。私たちが、不要だと強
く訴えられる情報が得られました。ありがとうございました。
「メガ盛り」でないというフレーズ、とても印象に残りました。実際、がん検診も昔と比べて少なくなっていることに不安をいだいてい
ましたが、本当に必要な時に必要な検査だけをすれば良いのだと改めて学ぶことができてとても有意義でした。ありがとうございま
した。
検診の意義についてよく理解できました。ありがとうございました。
分かりやすいお話でした。年齢に合った検診が大切だとわかりました。
義父への無理な検診について考えをあらためた。サバイバーの方への長期フォローアップについて今後きいていきたい。
がん患者としてカムアウトしてから、知人・友人から健診/検診について意見を聞かれることが多くなりました。今日のセミナーで得
た知識で、これまでより少しは適切なこたえができるようになるかな、と思いました。
とてもわかりやすかったです。専門医≠すぐれた読影力にびっくり。たとえがんでも恐れることはない。神経過敏にならず、必要な
時期に必要な検査を…心がけたいです。乳がんは未知なことが多いのですね。10年のフォローアップ検査でひっかかって少しあ
わてたあとだったので…
本日はありがとうございました。検査での検出力の低さに驚きました。今後の健診や検査の参考にさせていただきたいと思いま
す
がん検診について大変よくわかった。早期発見が重要かと思っていましたが、それほど単純な話ではないというところが大変興味
深かった。
大変難しい内容を、本当にわかりやすく（そして楽しく）お話しいただいたと思いました。ありがとうございます。特に「過剰診断」に
ついては大きな問題だと感じています。これからも意識をしっかりもって、情報と接していきたいです。
ホントにわかりやすくて、良く理解できた（つもり）。わすれないうちに頭の整理をして友人とか家族にも教えてあげたいです。
2次がんに関する研究が進むことを願っています。数値が示されると検診のメリット・デメリットが分かりやすいですね。自分の人間
ドックの見直しをしようと思います。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

個人的に乳がん新薬。がんセンター病院ゲノムの話をききたい。（ゲノム治療の展望＆有効性→普遍性？まで）（登録義務制？）
「遺伝子検査の現状と問題点」「線虫とがん検査」についてセミナーを開催して欲しい。
サバイバーのフォローアップ（検診）を重点的に行ってほしい。
講師の先生との距離が近く、アットホームでとてもほっとした学習会でした。
サバイバーとしての検診のあり方に関心があり、専門拠点病院ばかりではないことにも目を向けて欲しい。
治療と仕事の両立をする場合の企業や産業保健スタッフのできること、やるべきことは、どんなことか。本人はどのような支援を受
けたいのか。知りたい。
など
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