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パート１
日本人とがん



日本人とがん

• 日本人の死因のトッ
プが「がん」であり、そ
の３分の１を占める。

• 日本人男性の2人に1
人、女性の3人に1人
ががんに罹る。



女性とがん

• 女性のがん 罹患率（2009年）上位５位

– ①乳がん、②大腸がん、③胃がん、④肺がん、
⑤子宮がん

• 女性のがん死亡数（2009年）上位５位

– ①大腸がん、②胃がん、③肺がん、④膵臓が
ん、⑤乳がんの順。

• そして2020年には・・・



女性とがん～2020年患者数予測～



乳がんは若い女性のがん

乳がんは女性のがん
大腸がんはお年寄りのがん



男性に増えている結腸がん、
前立腺がん



そこで今日のお話は・・・

女性の罹患率第一位の乳がんと

死因第一位の大腸がんと

男性に急増している前立腺がんのお話です



乳がん



乳がんで亡くなった有名人

• 田中好子（たなか・よし
こ、本名＝小達好子）さ
んが4月２１日午後７時
４分、乳がんのため、東
京・港区の国際医療福
祉大学三田病院で亡く
なった。５５歳だった。

もとキャンディーズ
の田中好子さん



都道府県別乳がん死亡率

乳がんは
東高西低



乳がんの早期発見には
乳がん検診



乳がん検診を受けよう！

ピンクリボン運動



都道府県別乳がん検診受診率

福島



次は大腸がん

大腸がんの手術標本



大腸がんと有名人

2008年8月25日、女優の深浦加奈子さんが
S字結腸ガンのため48歳で亡くなりました

中原ひとみさん結腸がんで手術
最初は下痢から始まりました

中尊寺ゆつこさん
４２才で結腸がんで死亡



都道府県別大腸がん死亡率

大腸がんは
東高西低



大腸がん

大腸ポリープ



注腸造影による
アップルコア・サイン





なぜ大腸がんが
増えたのでしょうか？

それは冷蔵庫の普及と関係があります

50年前の氷冷蔵庫



大腸がんの危険因子と予防因子

• 危険因子は脂肪・肉類の摂取
– とくに動物性(飽和)脂肪，そして肉類などの動物

性蛋白の高摂取

–消化を促進するための胆汁酸が大腸がんに関係
？

• 予防因子は食物繊維と野菜・果物
–胆汁酸と結合する

– 腸内細菌の発生を抑える

–便の大腸内の滞留時間を短くする



どうしたら大腸がん
早期発見できるのでしょう？

大腸がん検診

便潜血反応



大腸内視鏡検査



都道府県別大腸がん検診受診率

福島



男性と前立腺がん





前立腺がんと有名人

天皇陛下は2003年1月に
前立腺がんの手術を受けられた

　天皇陛下の主治医
　　金澤一郎先生
（国際医療福祉大学大学院長）



前立腺がんと有名人

三波春夫さん
2001年前立腺がんで亡くなる

映画監督
深作欣二さん2003年亡くなる

渡辺恒雄さん1998年
前立腺がんの手術を受ける



前立腺がん

• 前立腺がんと前立腺肥大症



前立腺がんの早期発見

PSA(前立腺特異抗体）が決定打！



ＰＳＡ検査はスクリーニングに最適

　　　　陽性

　　　　陰性

• PSA検査では、「前立腺特異抗原(PSA)」という物質の値を調べます。
• PSAはがんが発生すると血液中に急激に増加します。
• 採血するだけで済む　　　忙しい方でも気軽に受けることができます。
• PSA検査が普及する以前：はじめから直腸診による検査が行われていました。

4ng/ mL 4ng/ mL 以下以下

4. 14. 1～～10ng/ mL10ng/ mL

10ng/ mL 10ng/ mL 以上以上

注；ngは10億分の1gのこと。ナノグラムと呼ぶ。

グレーゾーン

ＰＳＡ検査

グレーゾーン

　陽性



50歳になったらPSA検診



パート２
がんと地域医療連携



がん診療連携拠点病院とは？

全国どこでも「質の高いがん医療」を提供する
ことを目指して国や都道府県が指定する病院　
　　　　　　　　　　　全国に３８８病院



がん診療連携拠点病院制度　４７都道府県（3８８カ所）※Ｈ2３年４月現在

都道府県 厚生労働省

国立がんセン
ター がん対策情報セン

ター

協力・支援

地域の医療機関
（かかりつけ医、在宅療養支援センター

等）

＜拠点病院の役割＞

症例
相談

研修

診療
支援

情報
提供

●専門的ながん医療の提供等
●地域のがん医療連携体制の構築
●情報提供、相談支援の実施

都道府県がん診療連携拠点病院
相談支援センター

地域がん診療連携拠点病院

相談支援センター

地域がん診療連携拠点病院

相談支援センター

地域がん診療連携拠点病院

相談支援センター

診療支援

研修

研修

情報
提供



がん診療連携拠点病院の施設要件

• １　診療機能
– 診療ガイドライン、クリテ

イカルパス

– 緩和医療

– 地域医療機関との連携
、地域連携クリテイカル
パス

• ２　医療従事者
– がん治療専門医、薬剤

師、看護師

• ３　医療施設
– ＩＣＵ、無菌治療室、放射
線治療

• ４　 研修体制 

• ５　情報提供体制 
– 相談支援センター、セカン
ドオピニオン 

• ＊概ね２次医療圏に一
つ 

• 全国388病院 



がんの地域連携

がん拠点病院の専門医と

かかりつけ医の主治医２人制



がんの
地域連携

がん診療連携
拠点病院

yがん診療連
携拠点病院



かかりつけ医と専門医の役割分担

• 1．かかりつけ医の役割
– 日頃の診療は、地域のかかりつ

け医の先生が担当

– がんやがん以外にお持ちの病
気、高血圧、糖尿病などの診療
を担当

• １）定期的な診察、血液検査、画
像検査など

• ２）定期的なお薬の処方

• ３）痛みや吐き気など各種症状
の診察や治療

• ４）風邪をひいたり、熱が出たと
きの診察と治療

• 専門医の役割
– 年に何回か病院に通院して、
精密検査と診察を行います

– 精密検査としては、血液検査
、超音波検査、CT検査、MRI
検査など

• 検査結果
– 「私のカルテ」内に記載して、かかり

つけ医に報告

– また、病状が変化したときなど、

かかりつけ医の判断で、臨時
に病院で診察を行うこともあ
ります



地域連携クリティカルパス



地域連携クリテイカルパスとは？

• 地域連携クリテイカル
パス

– 疾病別に疾病の発生か
ら診断、治療、リハビリ
までを、診療ガイドライ
ンに沿って作成する一
連の地域診療計画

– 連携パスの目的

– ガイドラインに基づく医
療の普及

– 地域の医療機関の機能
分化と役割分担



クリテイカルパスは患者さんにも好評



地域連携クリテイカルパス

• 急性期病院とリハビリ病院
と一緒に作るパス、使うパ
ス

ケアカ
テゴ
リー

急性期病院　　　　リハビリ病院

整形外科疾患や脳卒中で始まった



750点

300点



東京都の医療連携手帳
5大がん（胃、大腸、乳、肺、肝がん）＋前立腺がん

地域連携クリティカルパス



東京都には３５の
がん診療連携
拠点病院がある





















港区医師会がん連携パス説明会

• 2010年9月28日
– 港区医師会でがん連携

パス説明会を開催

– 地域連携担当理事の臼
井先生

– 地方厚生局への登録の
手続きなどについて

– 意見交換

港区医師会地域連携担当理事
臼井先生



みなとe連携パス

http://medicalnet-
minato.jp/peg/

見て下さいね！

臼井 一郎先生　港区医師会理事



パート３
医師不足と地域連携



医師数の国際比較(2007年OECD)

http://zeikinshiro.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/05/14/doctor07.gif


医師不足2万4千人

• 「必要医師数実態調査
」（厚労省2010年9月）

• 全国の医療機関で実
際に働く医師数が計約
１６万７千人なのに対し
、医療機関側はさらに
計約２万４千人が必要
であることが分かった

• 現在の１．１４倍、2万4
千人の人数が必要



　　　日本の勤務医は　
　　　　　　　　とっても忙しい！



医師の勤務時間比較（病院と診療所）
病院勤務医は忙しい！

国立保健医療科学院長谷川敏彦氏資料より

外来

入院



国立保健医療科学院

勤務医の平均勤務時間



医師の労働生産性の国際比較
　　医師１人当たりの退院患者数（OECD統計）



医師の生産性と外来負担

医師あたりの外来患者数（OECD統計）



職員数と医師生産性

急性期病床あたりの看護師数 病床あたりの総職員数



日本の医師の労働生産性が低いワケ

• 1.日本医師の勤務時間は欧州の医師に比して長い

• 2.日本医師の生産性（年間退院患者/医師数）は欧
州に比して低い

• 3.医師当退院患者数が低い原因には3つの原因が
想定される
–  １）日本の医師の外来の負担が大きい

– ２）医師の労働が未分化で他職種実行可能な仕事を自ら
実施している

– ３）他職種（看護職その他）の病床当り数が少ない



特に医師が足りない診療科は？

外科、小児科、産婦人科医が足りない！





若手外科医師不足

江原朗．明日の外科手術はだれがするのかー若手外科医の減少．日本医師会雑誌 200
> 8;136:2247-2249



外科医もいよいよ絶滅危惧職種



外科医がいなくなって
明日の手術を誰がする？

　　　　北島政樹　国際医療福祉大学学長
「日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会」



小児科を標榜する病院数の推移
(医療施設調査より）

http://bp1.blogger.com/_UfCRumPRJ7w/R57VTpM74mI/AAAAAAAAAB0/4Re4pMQegms/s1600-h/%E5%B0%8F%E5%85%90%E7%A7%91%E3%82%92%E6%A8%99%E6%A6%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E7%97%85%E9%99%A2%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB.png


このままいくと2050年には
小児科はゼロになる？

http://bp0.blogger.com/_UfCRumPRJ7w/R57XMZM74oI/AAAAAAAAACE/hbjGctHH8tU/s1600-h/%E5%B0%8F%E5%85%90%E7%A7%91%E7%97%85%E9%99%A2%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB.png


すくない小児科医が辞めていく！



辞めていく
小児科医を地
域が守った！



それは小児科医の
退職宣言から始まった

• 兵庫県丹波市（人口7万人）の県
立柏原病院の小児科医が激務
に耐えかねて退職宣言(2008年）

• 当時もう１人いた小児科医が県
の人事で院長への就任が決定し
、実質的に、医師が和久さん１人
だけになることを余儀なくされた
。

• 「すでに月に７日以上宿直や小
児輪番を担当し、夜ごとひっきり
なしに外来患者を診ていました。
睡眠不足で疲れ切っていて、い
つ事故を起こしてもおかしくな い
状況でした」（和久医師）

• 地元紙の丹波新聞に報道



小児科医を守る会が発足
• 和久医師の退職宣言を聞

いて「私たちに何ができる
だろう』と子育て中の主婦7
人が立ち上がった

• 私たちはコンビニ受診をや
めなければいけないと気づ
くと共に、県に小児科医を
増やしてくれるようお願いし
よう署名活動をした。

• 小児科医を守る会を結成



コンビニ受診を控えるための
キャンペーン



活動の成果

• 一連の活動の成果は、目に見えて表れたという

• 和久医師によると「前は、緊急を要さないと思えるケースでも
、患者の父親に電話で、『おい、診るのか診ないのか』と恫喝
され、『来てください』と言わざるを得ないことや、自分はまる
で『座薬の自動販売機か』と思えることすらあった」という

• それが、守る会の活動以来、電話での看護師の応対に冷静
に耳を貸してくれる人が増えた。

• 以前は月間250～300人を数えていた県立柏原病院小児科
の時間外診療が、署名が始まった１カ月後の５月に100人、6
月には30人弱と激減した。



産婦人科医も辞めていく！



そのため、お産の場も減っている

～周産期医療の連携体制～

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://plaza.rakuten.co.jp/img/user/88/46/4458846/1.gif&imgrefurl=http://review.rakuten.co.jp/%3Fmenu%3Dloc%26act%3Dhome%26id%3DZTQ1NzljMDY0YjQ5&h=225&w=221&sz=10&hl=ja&start=4&sig2=RzW5OCTSFFUVXHQdr_NH7A&um=1&tbnid=liMPj88zWt8NQM:&tbnh=108&tbnw=106&ei=XLCoR6nzEZ_Oef-H3OgC&prev=/images%3Fq%3D%25E3%2581%2582%25E3%2581%258B%25E3%2581%25A1%25E3%2582%2583%25E3%2582%2593%26um%3D1%26hl%3Dja%26rls%3DGGIH,GGIH:2006-51,GGIH:ja%26sa%3DG


産科、産婦人科を標榜する病院の
年次推移（医療施設調査）



縮小するお産の場
　　　～産婦人科と産科医の減少～

• お産が出来る施設は全
国に3063箇所

• 産科医は7985人

• 常勤医師数は1施設あ
たり平均2.45人

• 医局員の多い大学をの
ぞくと平均1.74人



　　　　　それにこんなこともありました！
　　福島県立大野病院　産婦人科医逮捕！

帝王切開中の癒着胎盤の剥離中に大量出血。患者さんは死亡した。
たった1人の産婦人科医が２００４年１２月１７日に業務上過失致死罪および、
異状死の届出義務違反（医師法違反）で逮捕。刑事事件として告発



産婦人科医に無罪判決

• 福島県立大野病院（同
県大熊町）の帝王切開
死事故、福島地裁の無
罪判決

• 手術で死亡した女性に
ついて、「信頼して受診
してもらったのに、家族
にもつらい思いをさせ
てしまい申し訳ない」と
謝罪。

加藤克彦医師（40）

http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/cb/c2/yoco_cancer/folder/1715947/img_1715947_35607603_91?1219308785


周産期医療と地域医療連携



周産期医療の連携体制イメージ

地域周産期センター

総合周産期センター

病院医師、診療科の集約
院内助産所の活用

病院 診療所

母胎搬送

母胎搬送

地域周産期センターへの医師集約、病院の集約、コメデイカルの集約



和歌山県の取り組み



産科オープンシステムの活用



産科オープンシステム
　診療所産科医と病院産科医の連携

• オープンシステムとは？
– 診療所の良い所と提携病院の良い所を上手に使い分け

るのがオープンシステム

• 診療所産科医の役割
– 診療所の産科医は、妊娠期の検診や保健指導を行う

• オープンシステム病院の役割
– 診療所と提携している病院で患者は分娩をおこなう

– 診療所の医師は提携病院に出向いて分娩や帝王切開に
立ち会い、回診も行う



大阪府豊中市の千葉産婦人科

• 提携病院
– 国立循環器病センター（吹田
市）

– 淀川キリスト教病院（大阪
市）

– 済生会千里病院（吹田市）

– 大阪厚生年金病院（大阪市）

– 大阪第二警察病院（茨木市）

オープンシステムで生まれた赤ちゃん



助産外来、院内助産所の活用

• 助産師外来

• 院内助産所
– 病院内の助産施設

–助産師と医師の連携

– お産の質を高め

– そして安全性を確保



　　　　　　　　　　　　　　　まとめと提言まとめと提言

・がんの早期発見、早期治療のためにも　・がんの早期発見、早期治療のためにも　
　がん検診を受けよう！　がん検診を受けよう！
・がんは身近なかかりつけ医と病院の専門・がんは身近なかかりつけ医と病院の専門
医の二人で診る「二人主治医」制が大切医の二人で診る「二人主治医」制が大切
・医師不足、とくに外科医、小児科医、産婦・医師不足、とくに外科医、小児科医、産婦
人科医が足りない人科医が足りない
・病院は地域の共有財産、みなさんの力で・病院は地域の共有財産、みなさんの力で
病院を守ろう、育てよう！病院を守ろう、育てよう！



がん地域連携クリティカルパス

• がん地域連携クリティカ
ルパス
―がん医療連携とコー
ディネート機能 

• 編著 日本医療マネジメ
ント学会／監  

• 判型 B5  発行日 2010
年5月刊 

•  ページ 220 
•  定価(税込) \4,200 



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
　　gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください。

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/
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