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総合司会 稲葉 澄子 

 それでは、ステージの準備が整いましたので、た

だいまからシンポジウムを開始いたします。 

 出演者の方々、どうぞよろしくお願いいたします。 

 シンポジウムの司会を務めますのは、実行委員

である髙澤努 船橋市医師会副会長と、梶原崇弘 

船橋市医師会救急医療担当理事のお二方です。 

 それでは、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

司会 髙澤 努（船橋市医師会 副会長） 

 

 私は、船橋市医師会の副会長を務めております、

髙澤努と申します。 

それでは、はじめにシンポジストの皆様をご紹介

させていただきます。 

 一番左側から、船橋市消防局救急課救急第一

係 救急救命士の鈴木亨一様でございます。普段、

第一線で救急車に乗っていらっしゃいます。 

 続きまして、船橋市立医療センターの消化器内

科副部長、小林照宗先生です。 

 そして、お隣が、船橋市民でしたらおそらく皆さ

んご存じの、老舗の遠藤医院の院長先生で、船橋

市医師会の理事を務めていらっしゃいます、遠藤

恒宏先生です。 

 最後に、がんの治療をご経験されていらっしゃる

市民の方、土田直子様です。 

 よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

 

 

 

司会 梶原 崇弘 

（船橋市医師会 救急医療担当理事） 

 

 私は、船橋市医師会の救急担当をしております、

梶原と申します。よろしくお願いします。（拍手） 

 

司会 髙澤 努 

 本日、発表の後に質疑応答の時間を設けており

ます。受付でお配りした資料と一緒に、質問用紙が

入っているかと思いますので、質問等ございました

ら、そちらに記入していただき、途中、係の者が巡

回いたしますので、質問用紙を渡していただきます

ようお願いいたします。 

 それでは、早速、発表に移らせていただきます。 

 はじめに、鈴木亨一様、よろしくお願いいたしま

す。 

 

シンポジスト 鈴木 亨一 

（船橋市消防局救急課救急第一係 救急救命士） 

 

シ ン ポ ジ ウ ム 
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 それでは、発表させていただきます。船橋市消

防局特別救急小隊の鈴木亨一と申します。 

 

 本日は、吐血・下血を認めた症例について発表

させていただきます。よろしくお願いいたします。

（拍手） 

 

 まずはじめに、私たち救急隊が現場や救急車内

でどんなことを行っているのかをお話しします。 

 救急隊は、具合の悪い方の状態を把握するため

に、観察や測定をします。観察とは、顔色や冷や汗

があるかなどを見たり、聴診器を使って呼吸の音や

お腹の音を聞きます。また、測定とは、血圧を測っ

たり、心電図の測定を行います。 

 次に、その方に合った処置を行います。処置は、

酸素投与、止血処置、また、捻挫や骨折などをして

いれば固定などの処置を行います。重症の場合に

は、必要に応じて救急救命士が医師の指示を受け

て点滴を行って薬を使ったり、空気の通り道をつく

るために口の中にチューブを入れたりします。 

 そして、症状や状態に対応できる病院を選び、

受け入れの交渉をして、許可が出れば搬送を開始

いたします。 

 

 続いて、救急搬送を行った事例を紹介いたしま

す。 

 119 番通報の内容は、60 歳代の男性が、数日前

から血便（黒色便）が出ており、めまいと息切れが

するということで出動しました。なお、既往症はない

とのことでした。既往症とは、以前かかったことのあ

る病気のことをいいます。 

 

 救急隊が現場に着いた時の状況としては、ふら

つきを訴えていて倒れそうでした。すぐに我々救急

隊は、救急車の中に運び入れました。救急車内に

運び入れた直後、丼一杯ほどの血を吐いてしまい

ました。色は赤というより、茶色っぽい色でした。 

 この方は、5 日ほど前からお腹の痛みがあり、ま

た、黒色で柔らかい便が出ていたのは自覚してい

ましたが、お仕事が忙しく、病院へは行かずに我慢

していたそうです。 
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 救急隊が観察した結果ですが、血圧がとても低

く、冷や汗をかいており、顔が真っ青でした。すぐに

重症と判断しました。また、ちょうど「あっかんべー」

をした時に見える、下まぶたの裏側が、通常は充血

していて赤く見えますが、この方は真っ白でした。

それは、いわゆる貧血の症状のサインとなります。こ

のような状態を「ショック状態」といいます。 

 

 すぐに酸素投与などの必要な処置を行い、救急

救命士が病院へ連絡。医師に特定行為の指示と

病院の受け入れについて確認し、救急車は病院へ

向かいました。医師から指示を受けた内容は、ショ

ック状態の傷病者に行う点滴の処置で、搬送中、

走っている車内で行いました。 

 

 病院に着いて医師が診察した結果ですが、この

方は上部消化管出血で、緊急検査の結果、入院と

なりました。上部消化管出血とは、胃や腸からの出

血となります。 

 

 さて、この症例から考えられることは、まず本人が

数日前から黒色の血便に気がついていましたが、

忙しかったため病院に行けずにいました。この黒色

の便は出血のサインですので、放置してはいけま

せん。この方は、病院に行かなかったことで、少し

ずつですが胃や腸から持続的に出血して、体内の

血液が少なくなり、ショック状態となってしまいました。

黒色の便に気がついた段階で病院へ行けば、ここ

までひどくはならなかったと思います。 
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 ここで、先ほどからよく出てくる言葉「ショック」に

ついて、少しお話をします。 

 医療の現場でショックという言葉の意味は、悲し

い出来事で落ち込んでしまったというような意味で

はありません。ショックとは、大量出血などで血液が

足らなくなってしまった状態です。放置すれば短時

間で死亡する可能性もあります。 

 顔つきはこのスライドのように、唇は白っぽいか紫

色でチアノーゼを示します。そして、手や足が冷た

くなり、ふらついて立っていられなくなります。また、

皮膚は青白いです。一言でいうと、明らかに具合が

悪い顔です。このような時には、すぐに救急車を要

請してください。 

 

 次に、消化器疾患の症状です。様々な不快な症

状があります。胃や腸の調子が悪い時によくあるよ

うな症状です。シクシクしたお腹の痛み、吐き気、下

痢、胸のむかつきなどです。そして、数ある症状の

中でも、今スクリーンに出ている症状は、重症のサ

インとなります。 

 まず、黒色便とは、真っ黒で、便が悪臭を放ち、

ドロドロしている柔らかい便を言います。鉄分の入っ

ているお薬やイカスミ料理、また、ある種の海藻など

を摂取した後にも黒い便は出ますが、臭いや硬さ

などは普通です。次に吐血ですが、これは、濃い茶

色で、コーヒーの出がらしに似たザラザラした状態

のものです。また、痛みのない大量の吐血。これは

真っ赤っかです。そして、便器が真っ赤になるぐら

いの大量の下血。さらに、皮膚の黄疸。今説明した

ような症状が認められた場合は、重症のサインです。

放置せずにすぐに病院を受診するか、動けないよう

であれば、すぐ救急車を呼んでください。 

 

 救急車を呼んだら、その後は安静にして動かな

いようにしてください。また、救急隊が到着したら、

皆様にはこんなことをお伺いします。 

 まず、具合が悪くなった状況について、いつから

どのようにですとか、吐血や下血があった場合、ど

れぐらいの量だったか、また、どんな色をしていたか

などをお伺いします。例えば、直前の便をトイレから

流さないでおくか、写真を撮っておくと、医師に伝

える情報としてとても役に立ちます。また、治療中の

病気やかかりつけの病院、アレルギーの有無、そし

て、普段飲んでいるお薬についてもお伺いします

ので、お薬手帳があれば、是非用意しておいてくだ

さい。さらに、最後に食べた食事の時間や、普段の

生活状況として、飲酒や喫煙歴の有無などをお伺

いします。 

 例えば、「1 週間くらい前から、寝ている時にお腹

が痛みました。様子は見ていたのですが、昨日から

トイレでドロドロした真っ黒な便が 2 回ほど出ました。

普段は高血圧の薬を市内のクリニックでもらってい
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ます」このように答えていただけると良いかと思いま

す。 

 

 さて、今回の症例のまとめに入ります。この症例

は、ショック症状があり、搬送中に救急救命士が点

滴の処置をしながら病院に搬送しております。幸い

なことに、搬送中に容態が変化することなく病院に

到着しておりますが、このような吐血・下血を伴う症

例では、ショック状態を伴っていると心肺停止状態

に移行してしまうことも十分に考えられます。また、

上部消化管からの出血では、病院以外で行える有

効な止血処置はありません。すなわち、我々救急

隊では、消化管からの出血を止めることはできませ

ん。救急救命士が行う点滴は、症状の悪化を遅ら

せるために行っている処置になります。腹痛が続い

ていたり、便が赤色や黒色などで、異常を感じた際

には、躊躇せずに病院で検査を受けてください。肝

心なことは、胃や腸からの出血のサインを見逃さず、

大事に至る前に適切な治療を受けることです。 

 

 以上で、吐血・下血を認めた症例についての発

表を終了させていただきます。ご清聴ありがとうござ

いました。（拍手） 

 

司会 髙澤 努 

 鈴木亨一様、ありがとうございました。消化管出

血の症状について、分かりやすく説明していただき

ました。 

 なお、始まる前にもお伝えしておりますけれども、

質問等ございましたら、手元の質問用紙に記入し

ていただき、巡回しております係員にお渡しくださ

い。 

 続きまして、船橋市立医療センター消化器内科

副部長の小林照宗先生より、船橋市立医療センタ

ーにおける消化器がんの治療や検診の重要性な

どについて発表をいただきます。 

 小林先生は、平成 9 年に弘前大学医学部を卒

業されまして、平成 14 年に千葉大学医学部附属

病院消化器内科に入局、平成 17 年から船橋市立

医療センターの消化器内科にお勤めいただいてお

ります。 

 それでは、小林先生、よろしくお願いいたします。

（拍手） 

 

シンポジスト 小林 照宗 

（船橋市立医療センター 消化器内科副部長） 

 

 ご紹介ありがとうございます。医療センター消化

器内科の小林です。 
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 本日は、救急医療シンポジウムということで、前

半は医療センターに救急搬送された症例を提示し

ながら、後半は検診の重要性についてお話しさせ

ていただきたいと思います。 

 

 消化器といわれても、ピンとこない方もいらっしゃ

るのではないかと思います。消化器とは、食べ物を

消化・吸収する器官のことです。食道、胃、腸など

の消化管と肝臓、胆のう、膵臓などが挙げられます。 

 

 消化器の症状では、お腹が痛い、お腹が張る、

吐き気、胸やけなど様々です。どうでしょう、皆さん、

普段思い当たる症状はありますか。 

 

 これらの症状は、胃腸炎、胃潰瘍、食道炎、胆石

などのほか、胃がん、大腸がんなど、悪性の病気で

も見られます。 

 

 その中でも危険な消化器の症状は、お腹の痛み

が良くならない、血を吐いた（吐血）、便に血が大量

に混じる（下血）などで、これらは危険な症状です。 

 

 特に吐血や下血は、胃や腸から出血している危

険なサインです。すぐに病院を受診しましょう。 
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 では、吐血や下血はどんな病気で見られるのか、

どんな検査をするのか。 

 

 吐血や下血を来す病気には、食道炎、胃潰瘍、

十二指腸潰瘍のほか、胃がん、大腸憩室、大腸が

んなど様々です。原因を調べるためには、胃カメラ、

大腸カメラを行います。 

 

 続いて、症例を提示します。 

 ①吐血で受診。「昨日までは何ともなかったのに

…」。内視鏡で胃潰瘍からの出血と判明。内視鏡で

出血を止めることができました。このように、胃潰瘍

の場合、出血するまで症状がないということもありま

す。 

 

 ②吐血で受診。「実は 3 か月前から胃が痛かっ

たんです」。内視鏡で進行した胃がんと判明。がん

からの出血は内視鏡では止められませんので、開

腹手術が必要となります。 

 

 ③下血で受診。「実は 2 か月前から便秘で、お腹

が張っていました」。内視鏡で進行した大腸がんと

判明。やはり開腹手術が必要となりました。このよう

に、長期間続く腹痛や便秘にも注意が必要です。 
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 胃がんや大腸がんが進行して緊急事態になる前

に、がんを初期の段階で見つけましょう。この後、検

診の重要性についてお話ししていきます。 

 

 おまけのスライドです。青森県十和田市にありま

す奥入瀬渓流です。この場所に行くと渓流を流れ

る水の音だけが聞こえてきて、とても心が安らぎま

す。奥の方には、ちょっとした滝も見えます。 

 

 検診についてです。日本人の 2 人に 1 人が一生

のうち何らかのがんにかかるといわれています。男

女合わせると、1 位が大腸がん、2 位が胃がんです。

がんの種類に関わらず、早期発見・早期治療が基

本ですが、受診率はとても低く、2～3 人に 1 人しか

検診を受けていません。 

 

 胃がん検診は、以前は「バリウム」という造影剤を

内服して行う胃部エックス線検査のみ行われていま

した。 

 

 一昨年の 5 月からは、船橋市でも内視鏡検査を

選択できるようになりました。直接病変を観察できる

ほか、組織検査を行うことも可能です。 

 

 胃がんの内視鏡画像です。この中に早期の胃が

んが隠れています。どこだと思いますか。少し盛り

上がっていて、少し赤い場所です。 
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 それでは、矢印を出します、ここです。 

 あともう一つ小さいがんがあります。 

 

 それでは、矢印を出します。ここです。  

 

 このように、平たい病変というのは、バリウム検査

ではなかなか分かりません。 

 

 今スライドにあるように、凹凸があるとバリウム検

査でも分かりますが、こちらは先ほどよりも進行した

胃がんとなります。 

 

 検診を受けた人の 1,000 人に 1～2 人の割合で

胃がんが見つかります。内視鏡検査が増えてきた

ので、この割合は増えるかもしれません。この数は

多いと思いますか、少ないと思いますか。現在、船

橋市では、40 歳以上の方は 38 万人いらっしゃいま

す。全員が検診を受けたとすると、400 人から 800

人の方に胃がんが見つかることになります。 
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 続いて、大腸がん検診についてご説明いたしま

す。便潜血検査は、便に血液が付着しているかどう

かを調べます。陽性の場合、精密検査として大腸

内視鏡検査が勧められます。 

 

 大腸がんの内視鏡画像です。左側はポコンと飛

び出るタイプで、右側は横に広がるようなタイプで

す。少し青く色をつけています。 

 

 検診を受けた人の 1,000 人に 1～2 人の割合で

大腸がんが見つかります。これは胃がんと同じ割合

です。ただし、大腸がん検診は、陽性となっても、

精密検査まで受ける人が少ないのが問題です。 

 

 先ほどの滝に近づいてみました。銚子大滝です。

幅 14 メートル、高さ 7 メートルの滝で、近くに行くと

水しぶきが飛んできて、真夏でもとても涼しい場所

です。青森県は、このように良い場所が多いのです

が、塩分摂取量が多いためか、胃がんの死亡率が

すごく高いと報告されています。 

 

 胃がん・大腸がんの治療は、二つに分けられま

す。手術で取り切ることができない場合には抗がん

剤による薬物療法が、手術で取り切れる場合には

手術療法が行われます。がんの進行具合により、

開腹、腹腔鏡、内視鏡に分けられます。 
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 がんが表面にとどまる初期の場合、身体への負

担が少ない内視鏡治療も可能です。左側は内視

鏡で治療できますが、右側は進行しているためでき

ません。 

 

 胃がんの内視鏡治療は、ＥＳＤという手技を用い

て行います。この後、がんセンターの鈴木先生から

また詳しくお話があるかと思いますが、ＥＳＤでは、

まず、電気メスの先端で切除する部位に印をつけ

ます。 

 

 その後、電気メスで少しずつ粘膜を剥がしていき、

全体を剥がし終わったら終了です。この方は 3 泊 4

日で退院されました。 

 

 大腸がんの内視鏡治療です。切除する部位がポ

コンと飛び出ているタイプは、スネアという金属を引

っかけて、ギュッと締めて切り落とします。治療その

ものは数分で終了します。この方は 1 泊 2 日で退

院されました。 

 

 大腸がんも、横に広がるタイプは、ＥＳＤという手

技を使って少しずつ粘膜を剥がしていきます。 

 

 まとめです。進行がんで緊急事態になる前に早
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期に発見することが大切です。早く発見することが

できれば、負担の少ない治療で治すことができます。

早期発見のため、検診を積極的に受けましょう。 

 

 最後のスライドは宣伝です。医療センターは三次

救急医療機関とともに、がん診療連携拠点病院に

指定されています。救急疾患、がん疾患でお困り

の方は、是非ご相談ください。ご清聴ありがとうござ

いました。（拍手） 

 

司会 髙澤 努 

 小林先生、ありがとうございました。胃と腸の病気

について、分かりやすい説明でとてもためになりま

した。 

 続きまして、遠藤先生の発表です。 

 

司会 梶原 崇弘 

 それでは、遠藤先生をご紹介させていただきま

す。 

 遠藤先生は、平成 4 年に千葉大学医学部をご

卒業され、その後、千葉大学医学部附属病院第 1

内科に入局されました。そして、平成 19 年から遠藤

医院に勤められ、26 年より院長になられております。 

 先ほどの話にもありましたが、船橋市では平成 29

年から胃の対策型検診ということで、内視鏡の検査

ができるようになりました。これは、遠藤先生にいろ

いろとご尽力いただいたからで、正に胃の対策型

検診の第一人者だと思います。それでは、遠藤先

生、よろしくお願いします。（拍手） 

 

 

シンポジスト 遠藤 恒宏 

（遠藤医院 院長、船橋市医師会 検診担当理事） 

 

 ご紹介ありがとうございます。船橋市医師会の検

診担当理事を務めております、遠藤と申します。よ

ろしくお願いします。 

 

 先ほど小林先生からも検診の重要性について少

しお話しいただきましたが、私は、船橋における検

診の現状や、内視鏡検診についてお話しさせてい

ただきます。 

 

 昔は、胃がんは死亡率が断トツで 1 位だったの
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ですが、近年は少し減少傾向にあります。とはいえ、

いまだ胃がんで命を落とす人が多いというのが現

状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは年齢別の男性の胃がん罹患率、すなわち、

胃がんにかかる人の割合です。ここにあるように、

年を取れば増えるのですが、ちょうど矢印のところ

が 50 歳ということで、船橋の内視鏡検診も、対象年

齢を 50 歳以上としています。女性も大体似たような

傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、小林先生からもお話がありましたけれども、

以前はバリウム検査というのが主流でした。 

 

 ところが、今は徐々にバリウムに代わる検査として

内視鏡が普及してきて、内視鏡自体の診断能も上

がり、より細かい病変が分かるようになりました。そ

れから、異常があった場合は、その場で生検といっ

て組織をつまんで調べる検査もできるという利点が

あります。さらに、器械もどんどん進歩しており、より

細くなってきて、最近では鼻から入れるタイプの経

鼻内視鏡も出てきております。こうして、胃の検査と

いうのは、バリウム検査から胃カメラに徐々に移行し

てきています。 

 

 ところが、実際には、検診では胃カメラはなかな

か導入されてこなかったのですけれども、これには、

検診として胃カメラを導入したことによって死亡率が

減少するといったような効果が証明されていないと

できないという事情がありました。ようやく、そういっ

た効果が出されるようになってきて、厚生労働省か

ら国の指針として、胃がん検診を胃カメラで行って

も良いですよという指針が出されたという経緯があり

ます。 
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 そこで、船橋市でもどういった形で行っていこうか

ということで、市と医師会が協力して話を進め、県

内では千葉市と並んでいち早く、国の指針が出た

翌年の平成 29 年度から内視鏡検診を開始してい

ます。 

 胃がん検診は登録制となっていて、50 歳以上の

偶数年齢の市民に対して、今までのバリウム検査

か内視鏡のどちらかを選べることとなっています。 

 現在、市内の 44 の医療機関、施設が協力医療

機関となっておりまして、一応、登録した施設でな

いと内視鏡検診が受けられませんので、ホームペ

ージなどで確認していただければと思います。 

 

 ところで、今、登録制とご説明しましたが、皆さん

ご存じでしょうか。これはつまり、自分で申し込まな

ければいけないということです。ここに書いてありま

すけれども、胃がん検診を初めて受ける場合は申

し込みが必要で、一旦登録すると 2 年ごとに受診券

が送られてきます。ただ、2 回以上連続して未受診

の場合は、再度申し込みが必要というシステムにな

っています。 

 市でも、市民へのお知らせにはいろいろと工夫を

しているようですが、自らアクションを起こさなけれ

ばならず、受診券が自動的に送られてくるということ

はありませんので、本日は是非この話を持ち帰って、

市に胃がん検診を申し込んでいただければと思い

ます。窓口は、保健所の健康づくり課になります。

電話でも、窓口でも申し込みができるということです。

こちらも、ホームページで詳細がご覧いただけると

思います。 

 

 検診は安全に行われなければいけないということ

が必要な条件となっておりまして、そのために、検

診の対象者にはいくつかの制約があります。例え

ば、心臓や肺に重い病気を抱えているような方、検

査自体が負担になるような方は対象外となっていま

す。それから、抗血栓薬という、いわゆる血液サラサ

ラのお薬を飲んでいる方も検診の対象外となって

おります。 

 また、鎮静剤という眠くなる注射も検診の場合に

は使わないことになっておりますので、その点が通

常の保険診療の胃カメラと異なるところかと思いま

す。 
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 それから、内視鏡検診の場合は、胃カメラが終わ

った後、胃カメラを行った先生が撮影した写真を別

の専門医がチェックするという形で、ダブルチェック

をしています。ダブルチェックをすることによって、

検査がきちんと行われているか、見落としがないか

を確認した上で最終判定をすることになるので、実

際、検査が終わった後に最終報告書が皆様の手

に届くのが 1～2 か月遅れてしまうということがありま

すが、こういった事情ですので、ご了承いただけれ

ばと思います。 

 

 続いて、昨年度の船橋市の実績をご報告します。

受診者数が全部で 4,963 人、その中でがんの疑い

があるため精密検査あるいは治療が必要とされた

人が 72 人、1.45％です。その中で、実際に 1 次検

査でがんが見つかったという人が 25 人、0.50％で、

うち胃がんが 21 人です。胃がんの方が 200 人に 1

人ぐらい見つかっているということになります。 

 内視鏡検診の場合は、胃がんだけではなく食道

がんも見つかるという特徴があります。また、生検結

果 Group 4 が 6 人とここに書いてありますけれども、

この 6 人も限りなくがんが疑わしい人ということにな

りますので、相当数のがんが見つかっているという

ことになります。 

 先ほどの小林先生の発表より随分多く見つかっ

ているという印象があるのですが、一つは内視鏡に

限ったデータであるということと、大体検診が始まっ

たばかりの頃は、少し発見率が高くなるようなので、

そういった事情があると思います。 

 内視鏡検診で要精密検査あるいは要治療と言

われた人は、医療センターや県がんセンターのよう

な、精密検査や治療ができる病院に紹介されること

になるのですが、そこで詳しく検査あるいは治療が

されまして、最終的にどういうがんであったか、例え

ば早期がんであったかなどの報告を受けます。 

 

 報告書の回収率が少なくて申し訳ないですけれ

ども、30 年度で細かい報告があった胃がん 8 例中、

早期がんは 6 例。そのうち粘膜内がんといって、が

んが進行すると、こうやってがん組織が増えてくる

のですが、一番こちら側の粘膜にとどまるがんが 5

例ということで、やはり内視鏡検診は、比較的早期

の発見が多いということが分かります。 
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 また、内視鏡検診では、がんだけではなく、がん

以外の診断もされます。例えば、症状がなくても胃

潰瘍、十二指腸潰瘍が見つかることもあります。そ

れから、萎縮性胃炎と診断されてピロリ菌の検査を

しましょうと言われるケースもあります。ここで、萎縮

性胃炎と診断された人が 44％もいるということを少

し覚えておいてください。 

 

 先ほど、胃がんが 21 人見つかったということでし

たが、そのうち萎縮性胃炎を持っていて胃がんが

見つかる人が多いのです。萎縮性胃炎のある人は

胃がんにかかる人が多い、見つかりやすいという傾

向があります。 

 

 また、ピロリ菌についてですけれども、検診の時

に問診で「ピロリ菌の除菌を受けたことがあります

か？」という質問があります。集計で「はい」と答えた

人が約 4 割でした。ピロリ菌というのは、胃がんの発

生に深く関係していると言われていますので、除菌

治療をすることによって胃がんの発生率が少し減る

と言われています。 

 

 ところが、実際に内視鏡検診のデータを見てみ

ると、ピロリ菌の除菌をしたという人の中にも、胃が

んが見つかっている人が相当数いるということで、

ピロリ菌を除菌したとしても、それで胃がん検診を

受けなくても良いということにはなりませんので、そ

の点にご注意ください。 
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んが見つかっている人が相当数いるということで、
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 また、大腸がん検診についても少しご説明いたし

ます。大腸がん検診は、いわゆる検便検査で、目

に見えないレベルでの便に血が混じっていないか

というのを判断する検査なのですが、大体 7％前後

の人が陽性となります。 

 

 要精密検査とされた人は、大体、大腸内視鏡を

受けるのですが、大腸がんが 4％ぐらい見つかりま

す。これも、25 人に 1 人ぐらいが見つかっていて、

半分以上が早期がんだそうです。 

 それから、良性の大腸ポリープも結構見つかって

いて、腺腫という良性のポリープが見つかることが

多いです。腺腫でも、ある程度の大きさのものは切

除した方が良いと勧められますが、そのように、治

療した方が良いと言われる方が 3 人に 1 人ぐらいい

るというのが現状です。 

 

 最後に、がん検診の目的というのは、早期発見

により適切な治療を行うことで、とにかく、がんによる

死亡を減少させるということです。症状がないうちに

発見して、治療することが大切です。 

 がん検診は、無症状の人に対して行う検査なの

で、安全かつ精度の高い検査が求められます。そう

いうこともあり、検診対象者には制限があったり、ダ

ブルチェックなどが行われていますので、その点に

ついてはご理解をお願いいたします。 

 

 船橋市における内視鏡検診の概要について、大

体お分かりいただけたでしょうか。市に問い合わせ

ていただければ申し込みができると思いますけれど

も、今後、内視鏡検診の認知度がどんどん上がっ

ていって、受診率が向上していくことを期待しており

ます。本日がそのきっかけになればと思っておりま

す。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

司会 梶原 崇弘 

 遠藤先生、どうもありがとうございました。 

 胃の内視鏡や大腸の検査のことが分かったかな
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と思います。皆さんには是非、「胃カメラで検査する

と 200 人に 1 人ぐらいがんが見つかるらしいよ」とい

ったようなことを、今日はご近所の方にお伝えいた

だければと思います。 

 それでは、最後に、土田さんより、がんを治療さ

れた体験談をお話しいただきたいと思います。 

 土田さんは、千葉県生まれで、船橋にお住まい

です。この後、治療された際のお話を伺うと思いま

すが、現在は、がんからサバイブされまして、ＮＰＯ

法人支えあう会「α」の理事を務めていらして、がん

のことを啓蒙する側になっていただいております。

それでは、よろしくお願いします。（拍手） 

 

シンポジスト 土田 直子（市民の方） 

 

 こんにちは。土田です。大腸がんを経験した者と

して、今日はお話しさせていただきたいと思います。

配付物の中に関連するチラシが 3 枚ほど入ってい

ますけれども、配付資料はございません。 

 がんという病気に、皆さんはどのようなイメージを

お持ちですか。 

 私は 2004 年に大腸がんの手術と乳がんの手術

をしました。今年で 15 年になりますが、おかげさま

で元気に通常の生活を送り、ボランティアでがんの

ピア・サポートの活動をしています。ピア(peer)とは

仲間という意味で、同じような体験をした人が助け

合うことをいいます。がん体験者として、がん患者さ

んのお話を聞き、一緒に考えるという活動です。 

 現在、元気でいるとはいえ、私にとってがんと診

断されたことは大変大きな出来事でした。大腸がん

の検査から診断、内視鏡による治療、腹腔鏡による

手術、経過観察という流れの中で、心が大きく揺れ

ました。混乱の中で決定しなければならないことも

あり、戸惑うことも多かったです。 

 そのような中、たくさんの人に支えられて今日ま

で来ました。病気にならなければ気がつかなかった

こと、考えなかったことがたくさんあります。本日はそ

の中から、特に強く感じた三つのことについてお話

しさせていただきます。 

 一つ目、「自分の身体は自分で守る」ということ。 

 私が病気に気づいたきっかけは、人間ドックの健

康診断で、大腸に「精密検査」の結果が出たことで

した。自覚症状は全くありませんでした。どちらかと

いうと便秘だったかなということぐらいです。最初に

思ったのは、「面倒くさい」。次に、「何かの間違い」

「きっと大丈夫」ということで、無視しちゃおうかなと

いう気持ちになりました。今までにも何度も精密検

査と言われて、何ともなかったことがたくさんありまし

た。けれど、同僚の奥さんが、検査が嫌で病院に行

くのが遅れて 40 代で亡くなったという話を聞き、自

分の身体は自分で守るしかない、誰も守ってくれな

いんだと思い、検査だけでも受けてみようかなという

気持ちになりました。 

 実は、私は 30 年前に初めて受けた人間ドックで

胃潰瘍が見つかり、医療センターに通院したことが

あります。1 年間お薬を飲み、治療は終了になりま

したが、その時市内の消化器内科のクリニックを紹

介され、毎年そのクリニックで、胃の内視鏡の検査

を受けていました。そちらの消化器内科の先生に

すぐに相談できたことは、今考えるとラッキーだった

かなと思います。普段元気な人が病院に行くという

のは、実は大変なんですよね。「どこの病院に行っ

たらいいかしら」と考えて時間が経ってしまうというこ

とがあります。 

 内視鏡検査の結果、ポリープがあると言われ、写

真を見せられました。先ほどの発表に出てきたよう

な写真でしたけれども、ピンク色のぽっこりとした膨

らみが写っていました。「悪性の可能性もあるので、

手術のできる大きな病院を紹介しましょう。早めの

方が良いですよ」と言われ、大学病院を紹介されま

した。 
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 大学病院では、「ポリープですね。内視鏡で取り

ましょう」と言われました。ひょっとしてがんかも、とい

う思いはありましたが、「大丈夫」と自分で自分に言

い聞かせ、もし、がんだとしても、早期発見、早期治

療と思うようにしていました。大学病院では大腸腫

瘍ということで 3 日間入院をしました。 

 退院後、結果を聞きに行きました。その時は、もう

この病院に来るのはおしまい、という軽い気持ちで

した。診察室に入ると、はじめに「お一人ですか」と、

家族が一緒に来ていないのかを確認されました。

「一人です」と答えると、「先日の組織を調べました。

がんです」と言われました。 

 すごくシンプルというか、単刀直入というか、告知

は突然来た感じでした。落ち着こうとしている自分、

冷静にと思っている自分、医師の声が遠くに聞こえ

る。こんなことを頭が真っ白というのか、とぼんやりと

思っていました。私の様子を見て、医師は 1 枚の紙

を取り出し、「報告書をコピーしましょう」と言いまし

た。それは、病理医からの報告書で、そこには確か

に「cancer in adenoma」（腺がん）と記されていまし

た。「ああ」と思いました。追加切除の手術を希望す

るかと尋ねられました。すぐに「手術をお願いします」

と答えました。最初に考えたのは、仕事をどうしよう

ということでした。そして、家族にどのように伝えよう

かと思いました。その場で入院を予約して帰りまし

た。 

 今の医療の中では、自分で決めるという場面が

しばしば出てきます。病院に行くのか、行かないの

か、どこの病院にするのか、治療を受けるのか。自

分で判断することの大事さと難しさを感じました。 

 検査を受けるということは、決して楽しいことでは

ありません。「悪いところが見つかったらどうしよう」と

不安になります。けれど、病気が早く見つかれば早

く対処できるということも事実です。自分が行動を起

こさなければ先には進めません。私は、今でもがん

を見つけてくれたクリニックで毎年、年中行事と思っ

て胃の内視鏡と大腸の内視鏡の検査を受けていま

す。 

 二つ目、「一人でかかえない」。 

 手術は腹腔鏡でした。傷はおへその上の数セン

チと数箇所の穴で、穴の方は今ではほとんど分か

らなくなっています。驚いたのは、術後の痛みがほ

とんどなかったことです。私は中学 1 年の時に盲腸

の手術をしたことがありましたが、手術をした晩は、

痛みで寝られなかった記憶がありました。ですから、

ある程度の痛みは覚悟していたのですが、背中か

ら入れる麻酔のおかげで、痛みはほとんど感じなか

ったです。医学の進歩を感じました。 

 回復が早いということで、手術の翌日から歩くこと

を勧められ、点滴棒にすがりながら病棟の廊下を

行き来しました。病院に入院している患者は、誰も

がパジャマでうろうろしています。普通の社会では、

服装からその人の職業や生活ぶりがうかがえること

もありますが、病院では皆パジャマで、一緒の仲間

です。自然と話が始まりました。がんは手術が終わ

ればそれでおしまいという病気ではありません。再

発の不安、体調の変化、後遺症、副作用、気にな

ることはたくさんあります。話をすることにより不安が

軽くなることを経験し、患者同士の「はなす」「きく」

にはすごい力があることを実感しました。 

 この経験がきっかけになり、退院後、患者会に入

会しました。がんは付き合いの長い病気なので、身

体のことだけでなく、仕事のこと、生き方のこと、気

持ちの変化など、様々な気がかりが生じます。家族

だからこそ言えないこともあります。そんな時患者会

で話を聞いてくれる先輩患者さんの生き方や体験

は、とても参考になりました。 

 千葉県では、県の研修を受けたがん体験者が、

患者さんやご家族の話を聞く「ピア・サポーターズ

サロンちば」という場所があります。また、病院の相

談支援センターでもいろいろな相談に乗ってくれま

す。これらの情報は、「ちばがんなび」というインター

ネットのサイトにまとめられています。 

 そして、何より身近には主治医をはじめ看護師さ

んなど、いろいろな専門職がいます。不安に思った

ことは遠慮なく聞く。辛い時には一人で抱えないで

周りの力を借りるということ。これもがんの体験から

学びました。 

 三つ目、「いざという時に備える」。 

 がんを経験して、いつ何が起こるか分からないと
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かと思いました。その場で入院を予約して帰りまし

た。 

 今の医療の中では、自分で決めるという場面が

しばしば出てきます。病院に行くのか、行かないの

か、どこの病院にするのか、治療を受けるのか。自

分で判断することの大事さと難しさを感じました。 

 検査を受けるということは、決して楽しいことでは

ありません。「悪いところが見つかったらどうしよう」と

不安になります。けれど、病気が早く見つかれば早

く対処できるということも事実です。自分が行動を起

こさなければ先には進めません。私は、今でもがん

を見つけてくれたクリニックで毎年、年中行事と思っ

て胃の内視鏡と大腸の内視鏡の検査を受けていま

す。 

 二つ目、「一人でかかえない」。 

 手術は腹腔鏡でした。傷はおへその上の数セン

チと数箇所の穴で、穴の方は今ではほとんど分か

らなくなっています。驚いたのは、術後の痛みがほ

とんどなかったことです。私は中学 1 年の時に盲腸

の手術をしたことがありましたが、手術をした晩は、

痛みで寝られなかった記憶がありました。ですから、

ある程度の痛みは覚悟していたのですが、背中か

ら入れる麻酔のおかげで、痛みはほとんど感じなか

ったです。医学の進歩を感じました。 

 回復が早いということで、手術の翌日から歩くこと

を勧められ、点滴棒にすがりながら病棟の廊下を

行き来しました。病院に入院している患者は、誰も

がパジャマでうろうろしています。普通の社会では、

服装からその人の職業や生活ぶりがうかがえること

もありますが、病院では皆パジャマで、一緒の仲間

です。自然と話が始まりました。がんは手術が終わ

ればそれでおしまいという病気ではありません。再

発の不安、体調の変化、後遺症、副作用、気にな

ることはたくさんあります。話をすることにより不安が

軽くなることを経験し、患者同士の「はなす」「きく」

にはすごい力があることを実感しました。 

 この経験がきっかけになり、退院後、患者会に入

会しました。がんは付き合いの長い病気なので、身

体のことだけでなく、仕事のこと、生き方のこと、気

持ちの変化など、様々な気がかりが生じます。家族

だからこそ言えないこともあります。そんな時患者会

で話を聞いてくれる先輩患者さんの生き方や体験

は、とても参考になりました。 

 千葉県では、県の研修を受けたがん体験者が、

患者さんやご家族の話を聞く「ピア・サポーターズ

サロンちば」という場所があります。また、病院の相

談支援センターでもいろいろな相談に乗ってくれま

す。これらの情報は、「ちばがんなび」というインター

ネットのサイトにまとめられています。 

 そして、何より身近には主治医をはじめ看護師さ

んなど、いろいろな専門職がいます。不安に思った

ことは遠慮なく聞く。辛い時には一人で抱えないで

周りの力を借りるということ。これもがんの体験から

学びました。 

 三つ目、「いざという時に備える」。 

 がんを経験して、いつ何が起こるか分からないと
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いう思いを持つようになりました。少し具合が悪いと

すぐに「再発かしら、転移かしら」と考えてしまいま

す。医師からの注意として、大腸の手術をした人は、

腸閉塞を起こすことがあるので、変だと思ったらす

ぐに病院を受診するようにと言われました。いざとい

う時には救急車にお世話になるかもしれません。そ

の時の工夫をがん仲間から教わりました。 

 ご存じでしょうか。ヘルプマーク、ヘルプカード。

援助や配慮が必要だということを周りの人に伝える

マークやカードです。がん仲間の中には、ヘルプカ

ードに自分の病歴や飲んでいる薬を書いて持って

いる人がいます。いざという時、これを救急隊の方

に見せるというのです。 

 私は、自覚症状のないままがんが見つかり入院

しました。手術を待つ間に、今すぐではないにしろ、

いずれは自分の身の上に確実に死が訪れることに

気がつきました。いざという時が必ず来るとするなら

ば、その時まで自分らしく生きたいと考えるようにな

りました。日々を精いっぱい生きるということも、がん

から学んだことの一つです。 

 以上、本日はがんを体験して学んだことの中から

三つをお話しさせていただきました。多くの方に支

えられて今があることに感謝して、発表を終わりにさ

せていただきます。ご清聴ありがとうございました。

（拍手） 

 

司会 梶原 崇弘 

 土田さん、どうもありがとうございました。 

 貴重な実体験をお話しいただいて、皆さんもそ

れを身近に感じられたかと思います。その後の活動

についても、どうもありがとうございました。 

 

 

司会 髙澤 努 

 それでは、これより、本日参加された皆様からの

質問にお答えする質疑応答の時間といたします。 

 質問は、シンポジウムへの参加の申込時に記載

していただいたもの及びお配りした資料に入ってお

ります、質問用紙に記入していただいたものに限ら

せていただきます。会場にいらっしゃる皆様から、こ

の時間に直接の質問の受け付けはしておりません

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、シンポジストの鈴木亨一様への

質問です。 

 「腹痛で救急車をお願いしたことはありませんが、

直ちに救急車をお願いすべきなのは、どのような症

状の場合なのでしょうか。吐いてしまったなどの具

体的な症状や、痛みの位置や種類、程度などを知

りたいです」というご質問です。 

 

シンポジスト 鈴木 亨一 

 消防局救急ステーションの鈴木です。 

 直ちに救急車を呼んでいただきたいのは、突然

発症した激しい腹痛、また、それに伴って持続する

腹痛、大量の吐血や下血などが考えられます。た

だし、みぞおちの痛みなどで、心臓が原因の場合

もありますので注意が必要です。 

 救急車を呼ぶべきか迷うようでしたら、日中であ

れば、かかりつけ医に相談していただければと思い

ます。また、市民の方であれば、「ふなばし健康ダイ

ヤル 24」を活用するのも一つの方法かと思います。

「ふなばし健康ダイヤル 24」の電話番号は、「0120

－2784－37」です。語呂合わせで、「ふなばし・み

な」で覚えていただければと思います。 

  

司会 髙澤 努 

 ありがとうございます。 

 もう一つ質問がございまして、「腹痛や吐血で救

急車を呼んだ場合に、救急隊が到着するまでにで

きることはありますか。逆に、してはいけないことは

ありますか」というご質問です。 

質疑応答  
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いう思いを持つようになりました。少し具合が悪いと

すぐに「再発かしら、転移かしら」と考えてしまいま

す。医師からの注意として、大腸の手術をした人は、

腸閉塞を起こすことがあるので、変だと思ったらす

ぐに病院を受診するようにと言われました。いざとい

う時には救急車にお世話になるかもしれません。そ

の時の工夫をがん仲間から教わりました。 

 ご存じでしょうか。ヘルプマーク、ヘルプカード。

援助や配慮が必要だということを周りの人に伝える

マークやカードです。がん仲間の中には、ヘルプカ

ードに自分の病歴や飲んでいる薬を書いて持って

いる人がいます。いざという時、これを救急隊の方

に見せるというのです。 

 私は、自覚症状のないままがんが見つかり入院

しました。手術を待つ間に、今すぐではないにしろ、

いずれは自分の身の上に確実に死が訪れることに

気がつきました。いざという時が必ず来るとするなら

ば、その時まで自分らしく生きたいと考えるようにな

りました。日々を精いっぱい生きるということも、がん

から学んだことの一つです。 

 以上、本日はがんを体験して学んだことの中から

三つをお話しさせていただきました。多くの方に支

えられて今があることに感謝して、発表を終わりにさ

せていただきます。ご清聴ありがとうございました。

（拍手） 

 

司会 梶原 崇弘 

 土田さん、どうもありがとうございました。 

 貴重な実体験をお話しいただいて、皆さんもそ

れを身近に感じられたかと思います。その後の活動

についても、どうもありがとうございました。 

 

 

司会 髙澤 努 

 それでは、これより、本日参加された皆様からの

質問にお答えする質疑応答の時間といたします。 

 質問は、シンポジウムへの参加の申込時に記載

していただいたもの及びお配りした資料に入ってお

ります、質問用紙に記入していただいたものに限ら

せていただきます。会場にいらっしゃる皆様から、こ

の時間に直接の質問の受け付けはしておりません

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、シンポジストの鈴木亨一様への

質問です。 

 「腹痛で救急車をお願いしたことはありませんが、

直ちに救急車をお願いすべきなのは、どのような症

状の場合なのでしょうか。吐いてしまったなどの具

体的な症状や、痛みの位置や種類、程度などを知

りたいです」というご質問です。 

 

シンポジスト 鈴木 亨一 

 消防局救急ステーションの鈴木です。 

 直ちに救急車を呼んでいただきたいのは、突然

発症した激しい腹痛、また、それに伴って持続する

腹痛、大量の吐血や下血などが考えられます。た

だし、みぞおちの痛みなどで、心臓が原因の場合

もありますので注意が必要です。 

 救急車を呼ぶべきか迷うようでしたら、日中であ

れば、かかりつけ医に相談していただければと思い

ます。また、市民の方であれば、「ふなばし健康ダイ

ヤル 24」を活用するのも一つの方法かと思います。

「ふなばし健康ダイヤル 24」の電話番号は、「0120

－2784－37」です。語呂合わせで、「ふなばし・み

な」で覚えていただければと思います。 

  

司会 髙澤 努 

 ありがとうございます。 

 もう一つ質問がございまして、「腹痛や吐血で救

急車を呼んだ場合に、救急隊が到着するまでにで

きることはありますか。逆に、してはいけないことは

ありますか」というご質問です。 

質疑応答 
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シンポジスト 鈴木 亨一 

 意識がある場合などは、洋服、ベルトなどを緩め

て、楽な姿勢でいていただければ良いと思います。 

 なお、救急車を呼んでからは、なるべく飲食は止

めてください。 

 また、意識がなくなったり、朦朧としてしまった場

合には、再度血を吐いたり、窒息してしまう可能性

もありますので、仰向けの場合は近くにいる方が、

具合の悪い方の顔や身体を横にしてあげて、窒息

に備えてください。 

 

司会 髙澤 努 

 ありがとうございます。 

 続いて、シンポジストの小林先生へのご質問で

す。 

 「吐血、下血などは危険なサインとのことですが、

サインが見られてからかかりつけ医に診てもらっても、

遅くないでしょうか。吐血、下血になる前に見つける

ことはできないでしょうか」というご質問です。 

 

シンポジスト 小林 照宗 

 吐血や下血が見られた時点で、胃や腸からかな

り相当量の出血をしています。その場合には、すぐ

に点滴、場合によっては輸血や内視鏡治療が必要

となりますので、直ちに救急病院を受診する必要が

あります。 

 なお、大量に出血すると、意識がなくなってしまう

こともありますので、間違っても、自分で車を運転し

て病院に行くことのないようにしてください。 

 また、「普段よりも便が黒っぽいな、お腹も痛むし

…」というような場合には、大量出血する前兆かもし

れませんので、早めに病院を受診してください。 

 

司会 髙澤 努 

 ありがとうございます。 

 もう一つ、「お腹の調子が悪いというのは、具体

的にどのような症状であれば大きな病気である可能

性が高いのでしょうか」というご質問です。 

 

 

シンポジスト 小林 照宗 

 お腹の痛みが治まらない、例えば、2 日以上お

腹の痛みが続いていたり、熱を伴っているという場

合には、お腹のどこかに炎症を起こしている可能性

があります。 

 また、黄疸（顔や目が黄色くなることを言います）

が出てきたり、1～2 か月の間に急に体重が減って

きたというような場合にも、身体のどこかに大きなが

んが隠れている可能性があります。 

 そのような症状がありましたら、大きな病気がある

かもしれませんので、医療機関を受診することをお

勧めします。 

 

司会 髙澤 努 

 ありがとうございました。 

 

司会 梶原 崇弘 

 それでは、遠藤先生に質問させていただきます。 

 「検診での胃カメラの検査のやり方について、教

えていただきたいです」という質問です。 

 

シンポジスト 遠藤 恒宏 

 保険診療で行う胃カメラと検診で行う胃カメラの

違いについてですが、はじめに喉を麻酔して、あと

は横になって胃カメラが口又は鼻から入って観察し

て行くという基本的手順は変わりません。 

しかし、検診で行う場合は条件として鎮静剤（い

わゆる眠くなる注射）は使わないことになっています。

鎮静剤を使用した場合、僅かながら一定の頻度で

偶発症が報告されていることもあり、鎮静剤の効果

から冷めるまでしばらく安静にして十分な経過観察

が必要とされています。無症状のものに対して行う

のが検診なので、保険診療以上に安全に行う必要

があり、検診で鎮静剤を使うのは適していないと日

本消化器がん検診学会のマニュアルでも記されて

おり、船橋市の胃がん検診もそれにしたがって鎮静

剤は使わないことになっています。 

 

司会 梶原 崇弘 

 ありがとうございます。 
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シンポジスト 鈴木 亨一 

 意識がある場合などは、洋服、ベルトなどを緩め

て、楽な姿勢でいていただければ良いと思います。 

 なお、救急車を呼んでからは、なるべく飲食は止

めてください。 

 また、意識がなくなったり、朦朧としてしまった場

合には、再度血を吐いたり、窒息してしまう可能性

もありますので、仰向けの場合は近くにいる方が、

具合の悪い方の顔や身体を横にしてあげて、窒息

に備えてください。 

 

司会 髙澤 努 

 ありがとうございます。 

 続いて、シンポジストの小林先生へのご質問で

す。 

 「吐血、下血などは危険なサインとのことですが、

サインが見られてからかかりつけ医に診てもらっても、

遅くないでしょうか。吐血、下血になる前に見つける

ことはできないでしょうか」というご質問です。 

 

シンポジスト 小林 照宗 

 吐血や下血が見られた時点で、胃や腸からかな

り相当量の出血をしています。その場合には、すぐ

に点滴、場合によっては輸血や内視鏡治療が必要

となりますので、直ちに救急病院を受診する必要が

あります。 

 なお、大量に出血すると、意識がなくなってしまう

こともありますので、間違っても、自分で車を運転し

て病院に行くことのないようにしてください。 

 また、「普段よりも便が黒っぽいな、お腹も痛むし

…」というような場合には、大量出血する前兆かもし

れませんので、早めに病院を受診してください。 

 

司会 髙澤 努 

 ありがとうございます。 

 もう一つ、「お腹の調子が悪いというのは、具体

的にどのような症状であれば大きな病気である可能

性が高いのでしょうか」というご質問です。 

 

 

シンポジスト 小林 照宗 

 お腹の痛みが治まらない、例えば、2 日以上お

腹の痛みが続いていたり、熱を伴っているという場

合には、お腹のどこかに炎症を起こしている可能性

があります。 

 また、黄疸（顔や目が黄色くなることを言います）

が出てきたり、1～2 か月の間に急に体重が減って

きたというような場合にも、身体のどこかに大きなが

んが隠れている可能性があります。 

 そのような症状がありましたら、大きな病気がある

かもしれませんので、医療機関を受診することをお

勧めします。 

 

司会 髙澤 努 

 ありがとうございました。 

 

司会 梶原 崇弘 

 それでは、遠藤先生に質問させていただきます。 

 「検診での胃カメラの検査のやり方について、教

えていただきたいです」という質問です。 

 

シンポジスト 遠藤 恒宏 

 保険診療で行う胃カメラと検診で行う胃カメラの

違いについてですが、はじめに喉を麻酔して、あと

は横になって胃カメラが口又は鼻から入って観察し

て行くという基本的手順は変わりません。 

しかし、検診で行う場合は条件として鎮静剤（い

わゆる眠くなる注射）は使わないことになっています。

鎮静剤を使用した場合、僅かながら一定の頻度で

偶発症が報告されていることもあり、鎮静剤の効果

から冷めるまでしばらく安静にして十分な経過観察

が必要とされています。無症状のものに対して行う

のが検診なので、保険診療以上に安全に行う必要

があり、検診で鎮静剤を使うのは適していないと日

本消化器がん検診学会のマニュアルでも記されて

おり、船橋市の胃がん検診もそれにしたがって鎮静

剤は使わないことになっています。 

 

司会 梶原 崇弘 

 ありがとうございます。 
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 もう 1 問、質問させていただきます。 

 「ポリープが良性と言われますが、これが悪性に

なることはないでしょうか」というのと、「ポリープを取

り除いた翌年にまたポリープができていました。そう

いう人は、がんになりやすい体質なのでしょうか」と

いう質問です。 

 

シンポジスト 遠藤 恒宏 

 ポリープというのは粘膜がコブのようにでっぱった

ものをいいます。ポリープの中にもいくつか種類が

あって、その中で腺腫という腫瘍性ポリープと呼ば

れるものもあれば、他にも炎症性ポリープや過形成

性ポリープなど腫瘍とは関係のないポリープもあり

ます。問題となるのは腺腫と呼ばれるポリープです

が、良性とはいってもその一部は大きくなってがん

が育ってくるケースがあります。また、腺腫の場合は

ある程度大きいものでは、既に一部にがんが含ま

れることがあります。大きいほどがん化している割合

が高くなります。ですから、大きさや形などを見て、

切除の対象かどうかを決めることになります。つまり、

良性でも切除した方が良い場合があるということな

ので、担当の先生の話をよく聞いて治療を受けるよ

うにして下さい。 

 大腸内視鏡検査で腺腫性のポリープが見つかっ

た人は、定期的に検査をすることをお勧めします。

できやすい体質である可能性があるのと、ポリープ

があまりに小さく検査で分からなかったものが経過

観察の中で明らかになる場合もあるからです。腺腫

性ポリープはがん化することがあるポリープなので、

しっかり定期的に検査を受けることをお勧めします。 

 

司会 梶原 崇弘 

 ありがとうございます。 

 下剤を飲むのは大変ですけれども、土田さんの

ご経験も考えると、定期的に受けることは大事かな

と思います。 

 それでは、続いて、土田さんへの質問をさせてい

ただきます。 

 先ほど、特に思い当たる症状はなかったわとおっ

しゃっていましたが、それでもやはり皆さん気になる

ようで、「がんと診断される前、何か思い当たるよう

な症状、身体の変化などはありましたか」というご質

問です。 

 

シンポジスト 土田 直子 

 私は普段から便秘気味でした。今思い当たると、

それが一つの症状だったのかなと思います。 

 また、大腸がんの検査は、便潜血反応と言って

便に血が混じっているかどうかを検査するものなの

ですが、よく思い出してみると、ある時、赤いものが

便に混じっていたような気がします。しかしながら、

当時は、これは人参の皮に違いないと自分で自分

に言い聞かせて見ないふりをしていました。今考え

ると、それも一つの症状だったのかなと思います。 

 

司会 梶原 崇弘 

 ありがとうございます。不都合なことは目をつむり

たくなりますよね。 

 続けて、今かかりつけ医の先生と非常に良好な

関係でフォローされていると思いますけれども、「診

察していただく際に気をつけていることはありますか」

という質問です。 

 

シンポジスト 土田 直子 

 先生の前に行くと、気になっていることを聞き忘

れてしまうことがあります。診察室を出る時に、「あ、

あれを聞かなきゃいけなかった」と思うことがあるの

で、診察室に入る前に、絶対に聞きたいことをメモ

するよう心がけています。 

 診察の時には、「こういうことが聞きたいです」と言

ってメモを渡すことで、聞き漏らしを防ぐことができ

ると思います。 

 

司会 梶原 崇弘 

 ありがとうございます。 

 最後の質問です。今、がんの患者さんに協力さ

れていると思いますけれども、「家族の側としては、

どのようにがん患者さんに寄り添うのが良いのでしょ

うか」という質問です。 
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シンポジスト 土田 直子 

 ご家族によって色々な関係があると思いますの

で一概には言えませんが、私の場合は、必要以上

に心配されると、かえって負担になってしまうタイプ

だったため、家族には、「あまりお見舞いにも来なく

ていいよ」と言っていました。 

 しかし、人によっては、寂しいからすごく心配して

ほしいという方もいらっしゃいます。 

 相手が自分のことを気遣ってくれていることが分

かるのはすごく嬉しいことですので、家族の立場と

しては、必要以上に心配しすぎることはしないけど、

いつも見守っていて、いざという時には手を差し出

すというような立ち位置が嬉しいのかなと思います。 

 

司会 梶原 崇弘 

 ありがとうございます。またアドバイスを求めたくな

ったら、土田さんが所属されているＮＰＯの支え合う

会にお問い合わせいただいてもよろしいかもしれま

せんね。 

 質問を多くいただいておりますけれども、時間の

関係もありますので、これで質疑応答は終了させて

いただきます。なお、今日ご質問いただいた内容に

つきましては、この後シンポジストの皆さんに全部

お答えいただきまして、ホームページ等に掲載する

予定ですので、そちらをご覧いただければと思いま

す。 

 それでは、皆さん、ご協力ありがとうございました。

（拍手） 

 

総合司会 稲葉 澄子 

 以上でシンポジウムは終了でございます。 

 ご出演者の皆様、ありがとうございました。

皆様、もう一度盛大な拍手をお送りください。

（拍手） 

 それでは、ここで、寸劇に入ります前、約 10

分の休憩といたします。 
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