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去る 11 月 11 日（木）午後 2 時より、群馬県庁

正庁の間において群馬県保健事業等功労者知事

表彰式が行われ、財団法人群馬県健康づくり財団

表彰も引き続き行われました。 

  

 これまで長年、結核・公衆保健・がん対策事業

に従事しその発展向上に功績がある方々に鶴谷

理事長から表彰状と記念品が授与されました。 

 

 受賞者は次のとおりです。（敬称略） 

 

☆☆☆☆健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり特別功労者表彰特別功労者表彰特別功労者表彰特別功労者表彰 

 ・石井 久之（渋川市） 

 ・高野 憲樹（太田市） 

 ・小沼 定夫（沼田市） 

☆☆☆☆健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり功労者表彰功労者表彰功労者表彰功労者表彰 

 ・須藤 英仁（安中市） 

 ・松村 行一（藤岡市） 

 ・坂詰 信隆（長野原町） 

 ・武富 勝海（太田市） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・長谷川 一二（高崎市） 

 ・永山 礼久（高崎市） 

 ・綿貫 健二（前橋市） 

 ・田中 照美（渋川市） 

 ・茂木 喜七郎（藤岡市） 

 ・高草木 喜一（みどり市） 

 ・河上 正善（太田市） 

 ・黒田 敏夫（桐生市） 

 ・山縣 義一（渋川市） 

 ・木暮 昌利（太田市） 

 ・関根 一正（太田市） 

 

☆☆☆☆健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり功労者感謝状功労者感謝状功労者感謝状功労者感謝状 

 ・株式会社 群桐産業（太田市） 

 

       

 

 

2010．．．．11    第第第第 53 号号号号 

（（（（財財財財））））群馬県健康群馬県健康群馬県健康群馬県健康づくりづくりづくりづくり財団財団財団財団 

 －第 5３号 主な記事－ 

 

☆ 健康づくり財団表彰が行われました 

☆ リレー通信「応援します あなたの健康づくり」⑨ 

☆ 財団からのお知らせ 
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☆リレー通信 

 「応援します あなたの健康づくり」   

 

健康支援の現場から⑨ 

 

 健診部 健康支援課 

萩野谷 美奈子 

 

秋は様々ながん啓発イベントが行われており、

「がん」について考えたり、話題にすることもあ

るのではないでしょうか？ 

 今回は、「「「「大腸大腸大腸大腸がんがんがんがん検診検診検診検診」」」」について、お話させて

いただきたいと思います。 

 

◆◆◆◆死亡数第死亡数第死亡数第死亡数第１１１１位位位位（（（（女性女性女性女性））））のののの大腸大腸大腸大腸がんがんがんがん 

大腸がんによる死亡は、昭和 30年代から上昇し、

近年は横ばい状態ですが、年間４万人の方が亡く

なっています。Ｈ21 年度の死亡数では、男性は、

肺がん、胃がん、に次ぐ第３位のがんであり、女

性は、第１位のがんとなっています。 

 

◆◆◆◆大腸大腸大腸大腸がんがんがんがん検診検診検診検診 

日本では、厚生労働省の指針により、大腸がん

検診として推奨される検査方法は「便潜血検査」

であり、対象は 40 歳以上の男女で、適切な受診

間隔は年に１回とされています。自治体や職場検

診などで、広く行われています。 

 

◆◆◆◆便潜血検査便潜血検査便潜血検査便潜血検査（（（（免疫法免疫法免疫法免疫法）））） 

 

 この検査は、便の一部を採取し、便中にヒトの血

液（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ）が含まれていないかどうかを調べる

検査で、下部消化管（大腸）出血の検査として行わ

れています。上部消化管（胃や食道など）からの

出血は肛門から遠いために、血液が途中で変化し

たり、腸で吸収されたりするために検出されませ

ん。日を替えて２回（連続した２日でなくてもよ

い）便を取って検査する「便潜血２日法」が一般

的です。便中に血液が混じっていれば「陽性」、血液

が混じっていなければ「陰性」です。 

  

 

◆◆◆◆２２２２日間便日間便日間便日間便をををを採取採取採取採取するするするする理由理由理由理由 

大腸がんがあったとしても、毎日その場所から

必ず出血するわけではなく、また、便のごく一部を

採取して行う検査なので、出血していても、採取

する部分にたまたま血液の混入がなかったりして

（図 1）、見落とされることがあります。見落とし

を少なくし精度を上げるために２日間便を採取

するのです。 

 

図 1 

 

◆◆◆◆採取採取採取採取のののの注意注意注意注意 

・たまたま便が硬くて肛門が切れた場合や、女性

では月経血が混入した場合も、陽性反応がでて

しまうので、こうした時の検査は避けます。 

・・・・高温多湿な場所に１、２日置くとﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝが分

解して免疫反応が起きず、出血があっても陰性

になってしまいます。採便後の容器は、提出す

るときまで冷暗所に保管し、なるべく早く提出

してください。 

 

◆◆◆◆便潜血検査便潜血検査便潜血検査便潜血検査がががが陽性陽性陽性陽性 

「便潜血陽性＝大腸がん」ではありません。 

図 2 は当財団で実施したＨ20 年度の便潜血検
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査の結果です。受診者数 35,467 人のうち 1,793

人が便潜血検査陽性で要精密検査になりました。

図 3 は便潜血陽性の方が精密検査を受けた結果で

す。大腸精密検査で大腸がんが判明した人が 5％

にあたる 80 人（早期がん 46 人 進行がん 29 人）

でした。また、ﾎﾟﾘｰﾌﾟが発見されたのは 593 人（腺

腫性 463 人、非腺腫性 130 人）、痔が発見された

のは 133 人、憩室が発見された人は 108 人、その

他の疾患が発見された人は 60 人で、更に、特に

疾患がみあたらない「異常なし」の人は 424 人で

した。この便潜血検査は、がん以外の疾患「ﾎﾟﾘｰﾌﾟ」

「憩室」「痔」などにも反応し陽性となることがおわ

かりいただけます。

 

図３                     

 

◆◆◆◆たったたったたったたった 5％？％？％？％？ 

便潜血検査陽性者のたった 5％しか、がんが見

つからないの？とお思いでしょうか。ﾎﾟﾘｰﾌﾟにも

注目してください。腺腫性ﾎﾟﾘｰﾌﾟには、がんに進

行する危険性の高いものがあり、内視鏡を使って

切除することでがんを予防することができます。ﾎﾟ

ﾘｰﾌﾟが小さくがんが進行する危険性が低い場合

は経過観察になることもあります。このように、

精密検査の結果から適切な受診行動をとること

ができ、がんの予防・早期発見の可能性が高くなる

場合もあります。 

 

◆◆◆◆便潜血検査便潜血検査便潜血検査便潜血検査ってってってって有効有効有効有効なななながんがんがんがん検診検診検診検診？？？？  

    有効ながん検診とは、「死亡率を減少させること

が科学的に証明され、かつ、デメリットの少ない検

診」です。がんの「発見率」ではありません。便潜血検

査（免疫法）は厚生労働省の研究班で検討・整理

され、わが国で「有効ながん検診」と認められた

方法です。検査手技が簡単で、検査に要する時間

が短く、費用は安く、検診者に与える危険性が少

ないことから、健康な人が利用しやすい検診です。 

 

 

 

 

図４ 

 

◆◆◆◆ためらうためらうためらうためらう精密検査精密検査精密検査精密検査 

・・・・再便潜血検査再便潜血検査再便潜血検査再便潜血検査はははは無意味無意味無意味無意味 

便潜血検査で陽性になったので、もう一度、便潜

血検査を実施してもらいたい。と希望される方が

いらっしゃいます。お気持ちはとてもわかります。 

しかし、便潜血検査の再検査をしても、陽性を再確

認できるとは限らないため、逆に病気を見逃す可能

性が高くなります。１回でも陽性になったら、精密

検査をお勧めします。 

・・・・きっときっときっときっと、、、、痔痔痔痔・・・だと・・・だと・・・だと・・・だと思思思思うううう？？？？ 

よく、痔で陽性になったと思われる方がいらっし

ゃいます。もちろん、痔で陽性を示す頻度は高い

のですが、痔と癌が共存している可能性も否定でき

ません。そのため、自己判断をせずに陽性と判定

された場合は、必ず受診して医師にご相談するこ

とをお勧めします。 

 

◆◆◆◆要精検者要精検者要精検者要精検者はははは医療機関医療機関医療機関医療機関をををを受診受診受診受診・・・・・・・・・・・・精密検査精密検査精密検査精密検査 

大腸の精密検査といえば、大腸内視鏡検査や注

腸造影検査のことをさします。 

便潜血検査と比べ、検査の精度はぐんと上がり

ますが、苦痛やリスクも少なからずあります。十

分なｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ（説明と同意）の上で、検査

に望む必要があります。 
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便潜血便潜血便潜血便潜血がががが陰性陰性陰性陰性のののの場合場合場合場合 

「便潜血が２日とも陰性＝大腸がんではない」これも

間違いです。 

残念ながら、すべての大腸癌がこの検査で陽性と

なるわけではなく、あくまで「２日とも便に血が混

ざっていなかった」ということでしかありません。 

一般に、内壁の隆起が２㎝以上の大きさになると、

ほぼ、陽性反応が出るといわれています。大きなも

のほど、がんである可能性が高いともいえます。

また、大腸がんの一部には、腺腫の時期を経ないで、

正常な粘膜からいきなり発生する平坦だったりへ 

こんだりしているものもあります。小さながん（特に

平坦ながん）は出血しないことが多く、どうして

も見逃されがちになります。便潜血検査で大腸が

んを発見できる確率は、一般に、進行がんで約

80％、早期がんで 50％といわれます。便潜血が

陰性であっても、便や腸に異常がある場合は、医

療機関を受診してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆治治治治りやすくなったりやすくなったりやすくなったりやすくなった大腸大腸大腸大腸がんがんがんがん 

大腸がんの生存率は高く、がんが大腸壁内にと

どまる人は 95％、がんが大腸壁を貫くがリンパ節

転移のない人は 80％、リンパ節転移があって遠隔

転移のない人は 70％の人が、５年後も生存されて

います。大腸がんは見つけがいのあるがんといわれ

るゆえんです。 

がんが小さいうちは、がんがあっても便潜血検

査が陰性と判定されてしまうことが少なくあり

ません。しかし、たとえ、一度の検査で小さなが

んが見逃されたとしても、毎年検査を受けていれ

ば治療できないような進行がんで見つかること

は避けられる可能性があります。便潜血検査の意

味（限界・精度）を知り、毎年継続して検査を受

けること。更に、陽性という結果がでたら、必ず

医療機関を受診し医師に相談することが大切で

すね。 

 

☆ 財団からのお知らせ ☆ 

 

年末年始業務年末年始業務年末年始業務年末年始業務のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 

 

 

 平成 22 年、当財団の年末年始業務は、健診（検

診）部門が 12 月 17 日まで、その他が 12 月 24

日までとなり、以降、平成 23 年 1 月 5 日まで休

業となります。 

 新年は 1 月 6 日（木）午前 8 時半からの開始と

なります。 

 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいた

します。 

平成 22 年 11 月 15 日発行 

発行人／群馬県健康づくり財団 

理事長 鶴谷 嘉武 

〒371-0005 

群馬県前橋市堀之下町 16 番１ 

電話 027-269-7811（代表） 

連絡先は総務部・総務課 

E-mail kenkougunma＠gunma-hf．jp 

 

【編集後記】 

  木々の葉も色づき、11 月初旬の山の景色は見事

でした。温泉で幾分ひんやりした澄んだ空気を感じ

ながら少しずつ冬に近づく様子を満喫しました。

（秋の味覚も…です） 

 これからも皆様からのご感想や健康づくりに関

する情報をお待ちしています。 


