
まず最初に、このような機会を作って下さった、広域の木村議長様とお
集まりくださりました、広域及び1市4町の議員様に御礼申し上げま
す。

改めて、自己紹介させていただきます。
秩父病院の花輪です。今年の3月31日で院長を退任、翌日の4月1日、エ
イプリルフールに東海道五十三次、一人歩き旅にでました。これは逐一
FBに投稿しましたので、ご覧になって下さった方もおられるかと思い
ます。医者の卒業旅行のつもりでしたが、今、医療者としてやり残した
宿題に取り組んでいます。これについては、最後にお話ししたいと思い
ます。

本題に入ります。
最初に頂いたテーマ『管外への転院搬送の現状』についてお話ししま
す。



秩父広域市町村圏組合
議会議員の研修会

令和4年11月1日

秩父病院 理事長 花輪峰夫

於 秩父市役所



秩父地域医療の経緯
現状・展望

臨床外科医としての半世紀の経験から

特に救急医療とがん治療



救急医療体制の経緯

昭和39年(1964年)：58年前、救急告示医療機関制定
同年8月：秩父郡市救急指定病院会発足 6病院参加

昭和55年(1980年)：42年前、二次救急輪番制病院群開始
（平日夜間、休日）当初7病院、現在3病院となる。

平成19年(2007年)：10月ドクターヘリ開始

平成21年(2009年)：7月防災ヘリによる早朝夜間のドクターヘリ的運
用開始

平成22年(2010年)：7月25日 防災ヘリ墜落事故



救急医療体制の経緯
防災ヘリのドクターヘリ的運用により埼玉県では全国に先駆けて、365日
24時間のヘリによる患者搬送が開始された。私が医師会長時代でしたの
で、医師会や秩父市長から上田知事に要望したり、丸木埼玉医大理事長
と検討したりしてこの運用が始まりましたが、残念ながら事故により中
止されている。
防災ヘリ、医師をピックアップする。



救急搬送件数

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

管内 3,691 3,877 3,967 3,792 3,487 3,588 3,635 3,414 2,987 3,201

管外 656 692 619 624 738 796 750 871 840 906

合計 4,347 4,569 4,586 4,416 4,225 4,384 4,385 4,285 3,827 4,107
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年別 現場からの管外搬送

年別 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年

管外搬送件数 141 133 137 159 208 276 272 369 409 388

年別管外搬送件数（救急隊判断）
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近年の進化

県の第７次地域保健医療計画の中の病院整備計画

⚫ 平成30年（2018年）1月
・SSN（埼玉県急性期脳卒中治療ネットワークシステム）
・急性期脳梗塞治療（tーPAまたは血栓回収療法）

⚫ 令和4年度（2022年度）
・大動脈緊急治療ネットワーク開始

⚫ 救急救命士の養成とメディカルコントロールシステム

⚫ ドクターヘリ



近年の進化
脳卒中に対する、基幹病院、協力病院が整備されました。
今年度から大動脈緊急治療ネットワーク開始

今後、心筋梗塞についても同様のネットワークシステムが構築されること
を期待しています。

私は、９月初旬には大野知事に心筋梗塞についてもネットワークシステム
の構築をお願いしました。

これらが出来るようになったのも、救急救命士が多数養成され、メディカ
ルコントロールシステムのもと、現場での救急隊員による、判断が可能と
なったからであります。大きな進歩と言えます。



救急医療の現場で感じる大変さ、と本音

⚫ 少ないスタッフ。

⚫ 後方病院、専門病院への紹介・転院搬送

⚫ 転院に。医師が付きそう。

⚫ クレーマー、酔っ払い

⚫ 身体的、精神的に疲れる

⚫ 最近の傾向、大変なことはやりたくない。訴訟が怖い。命
に関わる診療科は不人気

⚫ 守備範囲の広い医師は少ない。外科医、救急医も少ない。



①

現場で感じる救急医療の本音
私は救急は医療の原点と思っていますが、救急医療は大変です
最近の若い医師たちの傾向、大変なことはやりたくない。訴訟が怖い。命に関わる診療科は不人気です。
今や、守備範囲の広い医師は少ない。今や外科医、救急医も少ない。
これについては後でお話しします。
ここで秩父地域の救急医療についての私の考えをお話しします。
データも示すように年々患者さんの管外搬送が増えています。
私は、２０年くらい前まで、地域の医療機関が連携し、一つの総合病院の機能を持ち『地域完結医療』を目
指し、その夢を追ってきました。それは本当です。地域の患者さんが地域で治療できることを夢見てきまし
た。それが患者さんにとって一番良いことでありことは間違いありません。今でもその考えは変わりませ
ん。
しかし、10数年前、病院移転を考え出した頃より、現実を考えるようになりました。皮肉なことに、医療の
進歩に従って、今の全国水準の医療が残念ながら秩父ではできなくなってきたのです。理由は、多くの専門
スタッフと高額の医療機器、２４時間体制が必要だからです。本当に悔しいことです。
20年前は、心筋梗塞は死ぬものと医療者・私も、患者さんも家族も思っていました。脳梗塞は命が助かって
も、半身不随等の後遺症が当たり前と思っていました。今やそう簡単には死にませんし、後遺症も少なく
なってきています。
今の、私どもに出来ることは、より早く、専門の医療機関に患者さんを運ぶことと心得ています。これが医
療者の使命であると認識しています。私はそんな意味で、病院の移転に際し、ヘリポートを作りました。秩
父に住んでいたから治らなかった、死んでしまったとあっては、医療者として痛恨の極みであります。



ところで、救急医療を含め、10万人の秩父郡市、埼玉県の四分の一の広さを持つこの地に、
どの程度の規模、あるいはどんな機能を持った医療と医療機関が必要か？議員様たちには、
是非とも一緒に考えていただきたいと考えます。
繰り返しになりますが、地域完結医療がベストであることは間違いありません。しかし、
費用、採算等の問題もありますが、一番の壁は医師とスタッフの問題と考えます。

ただ、誤解ないよう一つお話ししておきます。秩父で出来ないものは、今は、循環器、つ
まり心筋梗塞や大動脈瘤疾患。脳血管、つまり脳出血や脳梗塞です。加えて、高度先進医
療に属するものでだけです。他の疾患、例えば消化器癌の診断や治療、急性虫垂炎（盲
腸）や脱腸や一般的な治療、慢性疾患の治療はもちろん出来ますし、専門病院や大学病院
より秩父地域の医療機関の方が優れているものも多くあることは認識いただきたいと思い
ます。

最近皆さんが医療や病気のことについて、失礼ながら、驚くほど知らないことに気づきま
した。また、私を含めてですが、最近の医療や傾向を知らない医者もいかに多いかも知り
ました。
成程、私は政治や行政の事には疎いし、他の診療科の事は素人であります。そこで私の専
門分野を中心に私の知る限りの、少しオーバーですが、『医療界』の現状をお話しします。

②



医学・医療・環境の変化と進化①

⚫ 交通事故、労災事故の減少

⚫ 交通事故死は1970年ピーク1万７０００人
昨年（２０２１年）は２６３６人と大幅に減った

⚫ 高齢化で循環器疾患、脳血管疾患が増加

⚫ 食生活、生活習慣の変化→生活習慣病

⚫ 若手医師教育の専門特化→ 臓器を見て人を診ず。基本の欠如

⚫ 博士号より学会専門医→ 大学医局の医師不足

→地域病院への医師派遣困難



医学・医療・環境の変化と進化②

⚫ C型肝炎の撲滅

⚫ 胃がんの原因解明＝ピロリ菌感染

⚫ 医療技術、医療機器、治療薬の進歩。血管内治療、ステント、
血栓溶剤

⚫ 鏡視下手術全盛、腹腔鏡、胸腔鏡。最近ではロボット手術。

⚫ 内視鏡手術の進歩



医師の育成・卒後教育

⚫ 6年間 基礎（解剖、薬理、化学、病理、倫理、語学等）と各診療科の医療を学ぶ

⚫ 卒業試験を経て、医師国家試験、医師免許取得

⚫ 新医師臨床研修制度（平成16年より）

⚫ 研修病院で、2年以上の研修（初期研修医）が必須。多くの診療科で研修、内科、外科、
小児科、救急地域医療研修等は必須 ※全ての診療科ではありません

⚫ 専門科研修（後期研修医・専修医）医師として診療、勤務可能。通常3年で学会専門医を
取得。晴れて一人前の医者

⚫ 医学部入学後、スムースに言った場合、11年で基本領域の専門医となれる。

⚫ その後、サブスペシャリティー領域



新医師臨床研修制度

⚫ 研修の必須化の背景

➢ 地域医療との接点が少なく、専門の診療科に偏った研修が行われ、「病気は診るが、人
は診ない」と評されていた。

➢ 多くの研修医にとって処遇が不十分で、アルバイトをせざるを得ず、研修に専念できな
い状況であった。出身大学やその関連病院での研修が中心で、

➢ 研修内容やその評価が十分に行われてこなかった。

⚫ 研修の必須化の目的

➢ 医師としての人格を滋養し、プライマリ・ケアの基本的な診療能力を修得するとともに、
アルバイトをせずに研修に専念できる環境を整備する



臨床研修病院・学会専門医修練病院等

 臨床研修病院

⚫ 基幹型研修病院

独自のプログラム、施設・病床数・診療科、剖検（病理解剖）、指導医の数等、厚労省の基準を満たさな
ければならない

⚫ 協力型研修病院

基幹形病院の一部を担当する病院

 学会専門医修練施設・指導施設・関連施設

各学会の基準、学会専門医・指導医、症例数、病床数、外科では手術数等

◆若い医師にとっては、学会専門医を取ることが重要。

◆病院にとっても医師確保、医療の質確保に重要。

◆医師偏在の原因でもある。





専門医の基本領域とサブスペシャリティ領域
ではどんな専門科があるか皆様はご存じでしょうか？
2018年4月に導入された新専門医制度では、19の基本領域、29のサブスペシャ
リティー領域の二段階方式となっています。

新専門医制度は、国民に広く良質な医療を提供し、育成される医師のキャリア
形成も重視すべく、2018年に導入されました。この制度では初期研修医が終
了した医師は原則的に内科や外科など19領域の「基本領域」の専攻医となり、
3年間所定の研修を受けて専門医資格を取得すること、となっています。

基本領域として【内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検
査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療科】の19の診療科
が設定されています。旧専門医制度の18の基本診療領域に総合診療が加わっ
た形です。

①



基本領域の専門医を取得するためには、２年間の初期研修を終えた後にこれ
らの領域のプログラムに登録し、プログラムに応じて３年以上の研修を行う
必要があります。サブスペシャリティ領域のプログラムはこの基本領域の専
門医取得を前提としているため、基本領域の専門医取得後でなければサブス
ペシャリティ領域の専門医を取得することはできません。

サブスペシャリティ領域では内科系の準基本診療科として【消化器病、循環
器、呼吸器、血液、内分泌代謝、糖尿病、腎臓、肝臓、アレルギー、感染症、
老年病、神経内科、リウマチ】の13領域が設定されており、外科系の準基本
診療科として【消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科】の4領域
が設定されています。

そのほか、12の細分化診療領域があるなど、基本領域よりも専門的な知識が
要求されます。また、内科系の準基本診療科のサブスペシャリティ研修に進
むためには内科の専門医取得が、外科系の準基本診療科のサブスペシャリ
ティ研修に進むためには外科の専門医取得が必要となります。

②



医師を育成する大学・医学部

⚫ 国公立や私立そして文部科学省の管轄外となっている防衛医科大学校を含め
全国で82校です。
医学部を持つ大学の具体的な数の内訳は、国立大学が42校、公立大学が8校、
私立大学が31校、そして防衛医科大学校の1校となっています。
埼玉県は埼玉医大と防衛医大

⚫ 50年前に各県1大学以上構想（新設医大）

⚫ この時、自治医科大学・産業医大・防衛医大も創設

⚫ 自治医科大学は地域医療、特に無医地区の医療を担う医師の養成

⚫ 47都道府県が1年間に２人を養成している。東京は3人？

⚫ 医師不足の県は、地域枠等を設け対処している

⚫ ちなみに、埼玉県は全国で1番医師数が少ない

⚫ 全国の医師の養成数は国が調整しています



当院の取り組み・研修医への具体的指導

⚫可能な限り広い領域の診療

⚫極力、開腹・手縫い吻合

⚫全身・腰椎麻酔、蘇生術の習得

⚫当院の診療、手術の変遷を伝える「温故知新」

⚫研修医の学会発表

⚫指導医と若手医師とのコミュニケーション
⚫花仁塾

診療の基礎を若い医師に指導・伝える



当院の取り組み・研修医への具体的指導
ここで、当院の取り組みを紹介します。

当院には、協力型研修病院として、新医師臨床研修医制度が始
まって以来、期間型研修病院の埼玉医科大学の3病院、私の母
校の日本医科大学の4病院、深谷日赤病院等10施設から、200
名を超える初期研修医が地域医療研修に来ています。期間は多
くは1か月、長くて3か月です。

昨年よりは、専攻医が、外科、救急科、総合診療科の地域研修
として、半年から1年間2～3人が研修に来るようになりました。



手術の指導



腹腔鏡下胆のう切除術 トロカー挿入



腹腔鏡下胆のう切除術



麻酔の指導



内視鏡の指導

http://chichibu-med.jp/director/assets_c/2017/02/IMG_4927-1788.html


救急研修y



研修医の学会発表



花仁塾



http://chichibu-med.jp/director/assets_c/2016/12/DSCN1396-2-1759.html


問題点

⚫ 医師の絶対数不足

⚫ 医師の地域偏在

⚫ 医師の診療科偏在

⚫ 大学病院の医師不足 派遣医不足、

⚫ 博士号より学会専門医

⚫ 極端な専門医思考

⚫ 何でも鏡視下手術

⚫ 基本の欠如、開腹手術を知らない。

⚫ 総合医の不足、かかりつけ医、お医者さんの不足



私が思っている現状の問題点
●医師の絶対数不足 最近では医学部の約半数が女性。子育てで休職、リタイヤ。
●世界159か国の中で日本は52位、Bランク。1000人当たり2、３人。1位はカタール
の7，7人。
私の長女も今、子育てで長期休職中、今孫の大学受験で手一杯、東京に住んでいます。
●医師の地域偏在、医師は大都市集中、東京への一極集中と言えます。これは何も医師に
限ったことではあありません。ちなみに埼玉県は全国で、10万人当たりの医師数が最低との
ことです。奨学金等で医師確保対策をやっています。時間があれば後でお話しします。
●医師の診療科偏在 今、全国的に、産科、救急、小児科医が足りない。外科医も絶滅危惧
種と言われている状態です。
日本では何科になるかは自由です。諸外国では、何らかの方法で、診療科を調整している国
もあるようです。先にも言いました様に、大変な診療科、命に関わる科、訴訟のリスクのあ
る科は敬遠されます。私の偏見かも知れませんが、大学受験の時、医者の仕事の種類を知り、
何をやるかを正確に知っている高校生は少ないのでは？
進路指導の先生より、「君は良くできるから医学部を受けたら」と言われて医者になった、
なったら、思っていた仕事と違ったなんて言うミスマッチもあるかも知れません。
正直、医者は図抜けて頭が良い必要はないとおもいます。私でもどうにか半世紀勤まったの
ですから。

①



●先に述べた新専門医制度も地域偏在と診療科偏在の解消が一つの目的でした。具体的には定
員制、つまり、例えば研修医が専門として外科をやりたい。しかし、東京では研修病院の定員
が一杯、では北海道なら空いている。逆に、絶対に東京から離れたくない、皮膚科なら東京の
研修病院の余裕がある。こんな方法を考えたのですが、実際には、専門医機構と各学会で折り
合いがつかず、効果は全くありません。
●大学病院の医師不足 これも先に述べましたが、若い医師は博士号より学会専門医に魅力を
持つようになりました。従って、教授や医局、先輩の権限権威が低下しました。
ところで、例えば、私の父は山梨の出身で、新潟医大で整形外科を修練中でした。父の親分、
学長でもあり教室の主任教授から、突然学長室に呼び出され、いきなり、「お前を秩父にやる
ことにした」「えっ、何のことでしょうか」「秩父病院の院長がご病気になられた。療養中、
秩父病院の運営をやれ」「とんでもない、私は行きたくありませんし、到底できません」「何
を言うか、お前ならやれると思うし、これは命令である」とのことであったと言う。これで父
の運命が決まったようです。勿論、私の運命も。
研修医へのアンケートでは、彼らの希望の1、指導医がいること。２，各科専門医の受験資格が
とれること。３，症例数が多い。４，医療の進歩に送れない。５，最後に待遇、環境が良い。
●極端な専門医思考、なんでも鏡視下手術は、基本の欠如、開腹手術を知らない医師が出来上
がります。
最近の新聞で、救命救急センターでも、開腹手術を見たことがない外科系医師がいるのが問題
ともありました。
●広く総合的に、かかりつけ医として、患者さんを診るお医者さんが少ないことも事実です

②



学会特別企画での公演

演題名
⚫ 極端な専門医志向の弊害と対策・地域病院の役割
⚫ 研修医の視点に学ぶ、都市と地方の医療格差解消への模索と地域医
療の役割

⚫ 臨床外科医を育てるための地域病院の役割

若手外科医の教育には地域医療研修が必要
『臓器をみて人を診ず』という最近の傾向への警鐘を訴た

学会特別企画での学会講演
この危機感から、私はこの数年、幾つかの全国学会で発表をしてきました。
外科系連合学会、日本外科学会定期学術集会・一番大きな学会です、それと
日本臨床外科学会です。



日本外科学会定期学術総会
田舎の一外科医にとっては、大変名誉ある、光栄な学会での発表でした。
会場はパシフィコ横浜の国際会議場でした。



研修終了後のレポート・複数の意見の要約

⚫ 初めて外来診療、外傷処置や縫合を体験できた

⚫ 外来初診から検査、診断、手術まで、流れの速さに驚いた

⚫ 内視鏡をたくさんやらせてもらった

⚫ 様々な手術に参加できた。初アッペ、ヘルニアをやらせてもらった

⚫ 初めて開腹手術を見た。手術時間が短いことに驚いた

⚫ 腰椎麻酔でも手術はできることを知った

⚫ 外科、内科の垣根がないこと、夜間救急の当直医が外科内科を問わず小児ま
で診ていること、患者を断らないことに驚いた

⚫ あらゆるスタッフと触れ合うことができ、医師とスタッフとの距離の近さを
感じ、チーム医療の大切さに気付いた

⚫ 救急外来で多くのことを学んだ

⚫ 医師としての在り方を学んだ

⚫ 広い視野を持つ医師になりたいと思うようになった

「研修医の視点に学ぶ、都市と地方の医療格差解消への模索と地域医療の役割」という演題の中の
研修医の視点、感想の一部です。



外科をめぐる問題の図式

基本を欠いた教育
手術可能施設の減少

外科医不足、地域医療崩壊

極端な専門志向の弊害

派遣困難

地域偏在

大学外科医

不足 外科医不人気

問題点の一つ、地域医療の崩壊
をシュミレーションしてみまし
た。こんな図式が考えられます。



主な死因の構成割合（平成30年）

出典：厚生労働省「平成30年（2018）人口動態統計月報年計（概数）の概況」

私の今後の仕事「秩父地域の進行がんの撲滅」「健康寿命の延長」に入ります。



日本人の死因です。このデータを含めこの後の4枚のスライドは、
黒沢議員様が市議会の一般質問の際使ったものと同じですが議
員さんの方が新しく2021年で新しく、私のは2018年と3年前の
ものです。黒沢議員様の方が正確できれいです。さすがです。

この間に、1位の癌、2位の心疾患は変わりませんが、ほとんど
変わらなかった3位老衰、4位脳血管、5位肺炎の順位が、老衰の
急増、脳血管と肺炎の減少で明確になって来ています。



主な死因別にみた死亡率（人口10万対）の年次推移

出典：厚生労働省「平成30年（2018）人口動態統計月報年計（概数）の概況」



死因別にみた死亡率の推移、平成30年のデータ

癌、心疾患が上昇、肝疾患は減少傾向、結核は激減です。

老衰が増えたことは良いことであります。

これはウクライナ、ソマリア、パキスタン等から比べれば幸せなことと
言えるでしょう。



がん年齢調整死亡率年次推移（女性）

具体的に言いますと、当地域には進行がん・末期がんで
見つかる人が多いということです。「早期癌の発見率は
その土地の文化に比例する」と言われています。

具体的に言いますと、当地域には進行がん・末期がんで
見つかる人が多いということです。「早期癌の発見率は
その土地の文化に比例する」と言われています。



女性の部位別死亡率年次推移

大腸がんがトップ、2位は肺がん、3位は膵臓、
4位胃がん、5位乳がん、6位肝がん、7位子宮がん。

胃がんと肝臓がんを除き、いずれも上昇。



がん年齢調整死亡率年次推移（男性）



男性です。肺がんがダントツでトップの1位、2位は胃がん、3位
大腸がん、4位肝臓がん・5位膵がん、6位前立腺がん。こちら
も、胃がんと肝臓がんを除き、いずれも上昇傾向です。

私は、主に消化器・つまり胃や大腸、すい臓、肝臓を扱うことが
多いので、肺がんがそんなに多い印象は持っていないのですが、
肺がんが男性でトップ、女性で2位の死亡率と高いのは、早く見
つからない、見つかったときは手遅れが多いためと思います。
これは後で触れる、がん検診の精度に関係していると考えます。
次に注目すべきは、大腸がんが急増している。胃がんと肝臓がん
は減少傾向。すい臓がんは増えている。胃がんは原因が分かり、
ピロリ除菌、肝臓はC型肝炎の撲滅、すい臓がんは検査で見つか
り難いことが関係。

補足資料



日本の最新がん統計

⚫ １年間にがんで死亡した人は37万3584人

⚫ １年間に新たに診断されたがんは97万7393例

⚫ ちなみにコロナ

死者累計 4万6104人

感染者累計 2188万6439人

（2022年10月19日）
癌は、コロナなんて問題にならないくらい怖いのです。
コロナではそうは死なない。累計4万6104人死んでいますが、
私の経験では、死を予測できた方、つまり基礎疾患が悪化した高齢者がコロナに感染して死に
至った方が大半です。当初は、コロナ感染が分かると、仕事をやめなければならないと言った理
由で放置して、肺炎が急速に悪化し、死に至った、比較的若い方もおりました。また、高齢者は
誤嚥性肺炎でも死因となります。



累
積
死
亡
リ
ス
ク

部位
生涯がん死亡リスク

（％）
何人に1人か

男性 女性 男性 女性

全がん 23.9% 15.1% 4人 7人

食道 1.0% 0.2% 97人 498人

胃 3.2% 1.5% 32人 69人

大腸 3.0% 2.2% 34人(3位) 45人(1位)

肝臓 1.9% 0.8% 53人 118人

胆のう・胆管 1.0% 0.8% 97人 122人

膵臓 2.0% 1.7% 51人 58人

肺 5.7% 2.1% 17人 47人

乳房（女性） 1.5% 65人

子宮頸部 0.3% 325人

子宮体部 0.3% 364人

卵巣 0.5% 198人

前立腺 1.3% 75人

悪性リンパ腫 0.8% 0.5% 126人 185人

白血病 0.6% 0.4% 170人 275人



癌全体では、男性の4人に１人、女性の7人に一人は癌で死にます。
増加傾向の大腸がんでは男性の34人に1人、女性の45人に1人が死に
ます。最新のデータです。スライドにはありませんが

１，2019年に新たに診断されたがんは約100万例
２，2009年～2011年に癌と診断された人の5年相対生存率は64.1％
３，日本人が一生のうちに癌と診断される確率は、2019年データに
基づくと、2人に1人
４，日本人が癌で死亡する確率は、男性は4人に1人。女性は6人に1

人と増えています。

補足資料



がんの性質・性格

⚫ 早期は全く症状なし、痛くも痒くもない

⚫ そっと進行する

⚫ 広く、深く広がる（浸潤）

⚫ 規則に従わない、勝手に増殖

⚫ リンパ、血液に乗り広がる（転移）

⚫ ばらまく様に広がる（播種）

⚫ 症状が出た時は、ほとんどが手遅れ

⚫ 末期になると苦痛

⚫ 死までにある程度の期間はある

⚫ 極端な痩せ、痛み、食べられない、腸閉塞、貧血、出血

⚫ 最後は悲劇的



癌は嫌な奴です。「あいつはこの会社の癌だ」のどと使います。命令や規則に
従いません。勝手に周りに悪い仲間を増やし、大きくなり、違う部署にも通常
業務を通じ仲間を増やします。時にはあちこちにバラバラと仲間を増やし、組
織が壊れ、会社はつぶれます。これを全く悟られないようにやります。倒産の
あとは悲劇です。

よく、乳がんを心配してこられる方が「胸が痛い、癌が心配です」と言います。
私は「癌は痛くありません」と答えます。勿論初期の癌はですが。「胃が痛い
ので癌が心配です」私は検査する前に、たぶん胃炎か胃潰瘍かな？と考えます。

神経質そうな方ならなおさらです。「痛いのなら多分癌ではないでしょう」言
うと、喜ぶというより納得しない顔をします。
奴はそんな、気づかれるようなヘマはしません。ただし、『最近食べられない、
痩せた』は嫌な予感を持ちます。



進行癌患者さんの言葉・私の思い

「なぜこんなになるまでほって置いたの」と思うことがなんと多いことでしょう。そう言う方のほと
んどが「俺は医者にかかったことはない」と「自分は癌になんかならない」という根拠のない自信を
口にします。残念で悲しいことです。肝臓・肺転移まで進んでから、あるいは食べられなくなってか
ら、腸閉塞、極度の貧血・痩せ、横断になってから、受診する患者さんのなんと多いことか、残念で
なりません。

私は外科医として手術不可能な患者さんを診ることは、口惜しくてなりません。そんな思いから、当
院は35年前の、昭和61年に健康管理ビルを増築し、人間ドックを始めました。これは今、メディカル
フィットネスとなっています。

しかしながら、この傾向に未だ大きな変化はありません。

秩父地域は進行がんが多いというのが、私の印象です。



秩父病院の大腸がん、胃がん手術

●平成10年～平成19年（10年間）

1年間大腸がん手術数 平均27件

1年間胃がん手術数 平均14件

●平成20年～平成29年（10年間）

1年間大腸がん手術数 平均42件

1年間胃がん手術例 平均20件

この内、概ね7割は進行がんです。



がんの進行程度・Stage 分類

がんの進達の深さとリンパ節転移で決めます。

がんの種類によって異なります。Ⅰ～Ⅳに分けます

⚫ StageⅠ 粘膜に止まるもの 早期がん まず治ります

⚫ Stage Ⅱ及びⅢ 進行がん がんの種類、リンパ節転移の有無によって違います

再発の危険あり

⚫ Stage Ⅳ 末期癌 治りません

早期胃がん、大腸がんであれば、内視鏡手術（粘膜を削り取る）で治癒



さて十分脅かしたところで、さらに本題に迫ります。

本来の目的、癌死を減らす、つまり早期癌（治る癌）を見つける、
と言う観点からの私の主張です。



市町村が行なっているがん検診

この検診は対策型検診と言われ、昭和57年度から実施され、当
初は、胃がん、子宮頸がんのみでしたが、現在は、肺がん、大腸
がん、乳がんが追加され、『5がん検診』となりました。

公的な予防対策として行われる検診のため、費用は無料か少額の
自己負担ですみます。目的は勿論、日本人の死亡原因の第一位で
ある『癌』を減らすためです。

私が指摘したいのは、国や行政が、この検診を医療、医学の進歩
を無視して、『有効性が確立された検査方法で実施されます』と
して放置していることです。



秩父地域の現在の検診の方法

検診の種類 検診方法 対象年齢 検診間隔

⚫ 胃がん検診・・・・胃X線検査、または胃内視鏡検査 50歳以上

※胃部X線検査は40歳以上に対し実施可 2年に1回

※胃部X線検査は毎年実施可

⚫ 大腸がん検診・・・便潜血検査 40歳以上 毎年

⚫ 肺がん検診・・・・胸部X線検査、喀痰細胞診（対象該当者）

⚫ 乳がん検診・・・・乳房エックス線検査（マンモグラフィ）

※視診、触診は推奨しない。 2年に1回

⚫ 子宮頸がん検診・・視診、細胞診、内診 必要に応じてコルポスコープ検査 20歳以上

詳細は保健センターに確認のこと



秩父地域の現在の検診の方法
まず、肺がん検診ですか、『胸部単純X線』ではほとんど意味を成しません。いにしえの結核検診をそ
のまま『肺がん検診』としている、笑えませんね。
胸部単純CT検診で容易に発見できるのですが、今のシステム、対策型検診の中では、コストや施設、
実際の運用等を考えると、無理なのでしょう。残念なことです。

胃がん検診については、バリウムによるX線検査は、その精度および、胃がんの原因が判明したこと等
から、絶対に改善すべきです。費用や簡便性、最終的な早期がん発見率など、総合的に見て、私ども
が推奨する具体的な方策は「ABC検診」です。
数年前に当院の臨床研究として実施し、市や医師会に提案しましたが、実現しませんでした。
これは、直接に胃がんを診断するものではありません。

血液検査でピロリ菌感染の有無とペプシノーゲンの比率を検査し、胃の粘膜の萎縮状態を判定、胃が
んの発生リスクを３段階に判定するものです。費用も現状の検診よりかからず、放射線被曝のリスク
もありません。リスクの低い人は、余計な検査は必要ありません。リスクの高い人は健康保険で内視
鏡検査を行うことができます。中学生のピロリ菌の検査と除菌による、『未来の胃がん撲滅』の可能
性についてもお話しします。胃がんの原因のほとんどは、ピロリ菌の感染による胃粘膜の萎縮（萎縮
性胃炎）であることが分かりました。ですから、もしピロリ菌に感染したら、より早く、萎縮性胃炎
にならない時期に、除菌すればよいのです。これが完璧に実行されれば、将来的に日本から胃がんを
消滅させることが出来るのです。

①



大腸がんについての『便潜血検査』は大変有効なスクリーニング検査です。是非ともより多くの方に行う方策、啓
蒙が急務と思います。
臨床医としての私の願いは、毎年、40歳、できれば、35歳以上の全国民に実施してもらいたいと、祈る思いです。
大腸がん、増えています❗️検査は簡単です。特定健診（メタボ検診）に加えるべきです

乳がん検診については、マンモグラフィー（乳房X線検査）は有効ではありますが、課題もあります。乳腺の発達
した比較的若い方や、一般的な機器では有効でない場合もあります。検査時の痛みも敬遠されがちです。
二次検査としては、超音波検査が行われていますが、一次検査として全員にこれをやるには、無理があります。
現在は医師による触診検査もなくなりました。中々難しいですね。
そんな中で最も期待でき、現実的な方法は、自己検診です。1ヵ月～3ヵ月に一度は入浴時や寝る前に胸を触りま
しょう。神経質にならない程度に触る癖をつけましょう。実際に乳がんの発見は、患者さん自身が気付くことが、
圧倒的に多いのです。そして、少しでも気になったら、迷わず医療機関に受診しましょう。
その時、触り方を医師から教わって下さい。検査の結果、異常なかったら、自分の乳房の正常の状態を記憶して下
さい。そうすれば、小さなシコリにも気づき易くなります。

又、血縁者に乳がんの方がいる人は、必ず毎年、がん検診を受けて下さい。
子宮頸がん検診については、婦人科の先生に譲ります。ワクチン等、予防も重要と思います。
以上、5種類のがん検診についてお話ししましたか、中々早期に見つけることが難しい癌があります。非常に稀な
癌を除けば、その代表は膵臓癌、胆管癌でしょう。それでも、診断する方法はあります。人間ドックや任意のがん
検診は充分に有効です。医療は進化し続けています。人類は、必ず癌を克服するはずです。その兆候は見えてきて
います。

②



がん検診の問題点

⚫ 受診率が低い

⚫ 検査制度が低い

⚫ 苦痛を伴う検査もある

⚫ 医学の進歩から遅れている。古い

⚫ 同じ人しか受けない

⚫ 精密検査・二次検査の受診率が低い

⚫ 費用対効果が適切でない

⚫ 啓蒙が足りない

⚫ 多くの人ががんの実態を知らない

⚫ 国民に癌に癌に対する危機感がない



平成30年度市町村別がん検診受診率順位
(埼玉県内63市町村中秩父郡市の市町村)

胃がん % (順
位）

肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん

埼玉県 7.4 埼玉県 6.5 埼玉県 7.8 埼玉県 14 埼玉県 15.1

皆野町 17.6 (1) 皆野町 12.3 (3) 皆野町 12.1 (3) 小鹿野町 17.4 (12) 小鹿野町 21.9 (5)

小鹿野町 11.2 (9) 小鹿野町 11.8 (5) 小鹿野町 11.7 (5) 横瀬町 12.9 (34) 皆野町 19.2 (12)

横瀬町 7.6 (25) 横瀬町 10.6 (10) 横瀬町 9.7 (16) 皆野町 11.4 (43) 横瀬町 17.8 (17)

長瀞町 5.5 (37) 秩父市 6.2 (36) 長瀞町 5.2 (54) 秩父市 11.2 (44) 長瀞町 14.3 (39)

秩父市 1.8 (59) 長瀞町 4.4 (45) 秩父市 4.2 (59) 長瀞町 10.3 (52) 秩父市 9.7 (60)

• いずれのがん検診においても秩父市、長瀞町の検診受診率の低さが目立つ。小鹿野町、皆野町は県内でも上位を維持。

資料：埼玉県HPより改編

www.pref.saitama.lg.jp

注：胃がんは50歳から69歳まで、肺がん、大腸がん、乳がんは40歳から69歳まで、
子宮頸がんは20歳から69歳まででそれぞれ算定。

秩父市、長瀞町の受診率の引き差が目立ちますが、これは人間ドッグや職場のがん検診は反
映されていないので、実態を反映しているかどうかは不明です。



がん検診を受けない理由



がん検診を受けない理由

がん検診は欧米の受診率が70～80％と言われているのに対し。日本の受診率は肺がんを除けば、50％
に満たない状況です。

さて、進行がんの撲滅を目指してがん検診を充実させなければなりません。
繰り返しになりますが、皆さんにがんの怖さを知って頂くこと、敵を知ることと思います。そして啓
蒙でしょうか、議員様方へのこの講演もその重要な一つでと考えます。是非とも有権者の皆様にお伝
え頂きたいと思います。すでに、金崎・宮前・黒沢議員様には市議会で取りあげて頂いております。
ありがたいことです。

次にがん検診の方法を改善して精度を上げなければいけません。
私の現状で可能な方法は、すでにお話しましたが、胃がんについての「ABC検診」の詳細と中学生の
ピロリ菌除菌の詳細、見解は、時間の関係で、
秩父病院ホームページ、私のブログ『花輪の独り言』に
「大腸がんについて おもてなしTV（当院副院長大野哲郎先生）」「胃がんについて ABC検診」
「中学生のピロリ菌検査」をリンクしましたので、是非ともご覧ください。

繰り返しになりますが、胃がんABC検診と、中学生のピロリ検査。大腸がんは特定健診に便潜血監査
を加えること。
出来れば、肺がんは胸部CT検査を加えることです。費用の面はありますが、今やCT機器は秩父地域で
もおおくの医療機関に整備されています。死亡率1位を考えても、やってあげたいものです。



生活習慣病
生活習慣病とは、食事・運動・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に
関与する病気のこと。

生活習慣病には、主に以下のような病気があり、日本人の健康に大きく影響するものが
多いです。

• 糖尿病

• 脂質異常症

• 高血圧

• 大腸がんや肺がんなどに代表されるがん

• 脳卒中

• 心臓病 など

生活習慣病には予後不良のものも多いため、予防が重要といえます。

日本人の死亡原因の多くが、生活習慣病です。

健康寿命の延長には生活習慣病の克服が必要です。癌も生活習慣病の一つであります。
個々で生活習慣病を話し出すと終わりませんので、ごく簡単にお話しします。

https://medicalnote.jp/diseases/%E5%96%AB%E7%85%99
https://medicalnote.jp/diseases/%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85
https://medicalnote.jp/diseases/%E8%84%82%E8%B3%AA%E7%95%B0%E5%B8%B8%E7%97%87
https://medicalnote.jp/diseases/%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%9C%A7
https://medicalnote.jp/diseases/%E5%A4%A7%E8%85%B8%E3%81%8C%E3%82%93
https://medicalnote.jp/diseases/%E8%82%BA%E3%81%8C%E3%82%93
https://medicalnote.jp/diseases/%E3%81%8C%E3%82%93
https://medicalnote.jp/diseases/%E8%84%B3%E5%8D%92%E4%B8%AD
https://medicalnote.jp/contents/190411-001-IT


がんではまず死なない。
生活習慣病も予防は出来る

⚫ がんは早期発見で治癒

⚫ 高脂肪食は大腸がんの、タバコは肺がんの危険因子

⚫ 不適切な食生活、運動不足、肥満は血管をボロボロ（動脈硬化）

⚫ その結果が、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病

⚫ 腎臓病、高血圧、高尿酸血症も全てが悪循環で繋がります

『健康寿命の延長』は医学的、科学的に可能



がんではまず死なない。生活習慣病も予防は出来る
結論です。癌は死なない病気なのです。生活習慣病も予防できます

検診を行い、肉体を鍛え、健全な生活、お酒を飲まず、もちろんたばこは吸
わず、健全な生活を送れば、人は病気ではめったに死なないのです。
こんなことを言っている私は、実は数種類の薬を飲んでいます。高血圧。高
尿酸血症、尿管結石を9回やり、腎臓機能が少し悪い、心臓の血管に石灰化、
満身創痍でありますが、今日も薬を飲み忘れました。しかし、毎夕、飲むハ
イボールは忘れたことはありません。人は検診・人間ドックを受けてだけで
満足してしまいます。要精密検査の結果が出てもほって置く人も多いです
ね。検診すら受けない人も多い。ドックで肥満、高脂血症とか診断されて
も、食事療法や運動も中々やりませんね。そうなんです、ほとんどの人は、
自己管理ができません。船のドックは傷んだところを直しますが、人間ドッ
クは治療はしません。要精密検査の結果が出ても、放置してしまう方も多い
です。
『健康寿命の延長』は医学的、科学的に可能です。

①



人は誰しも最後は誰かのお世話になります。最後の人生を出来るだけ介護をしてもらわずに
生きたいものと私は思います。今、医療進歩により、疾病にかかっても、そうすぐには死に
ません。
2年ほど前に職員向け講演会を開いたことがあります。講師が「あなたは何で死にたいです
か」と職員に尋ねました。私は心疾患とこたえました。コロッと行きたいと思ったからです。
講師は心筋梗塞でも、今はそう簡単に逝きません。要介護も長くなり場合があります。外科
部長は癌と答えました。彼は、「癌は診断されてから、その後の事を考える時間があるか
ら」と答えました。これもその時成程と思いましたが、今は癌では死なないはずと思ってい
ますので、今は、何とも言えません。しかし、もし今私が、進行がんと診断されたら、一番
やりたいことは、ウクライナに救急医として行きたいと思っています。
私の救急外科医としてのキャリアは役に立つと自負しています。

健康寿命の延長については、様々な要因を乗り越えなくてはなりません。要介護にならない
ためには、生活習慣病にならないこと、高齢での骨折、特に大腿骨骨折や膝関節炎、これも
生活習慣病と言えますが、認知症、等にならない事でしょう。
これに付いては、時間の関係で詳細は割愛しますが、運動と栄養、肥満、特に閉経後の女性
は日光に当たり、歩くことが重要と思います。引きこもらず、人とのコミュニケーション、
趣味を持つことも認知症予防には大事でしょう。

②



私の今後の仕事

⚫ 診療、手術の代わりに

１，秩父地域の進行がんの撲滅

２，地域の医師確保と若手医師の教育

３，健康寿命の延長

⚫ 現在進行中

１，議員様、行政、首長様へのアピール

２，埼玉県医師育成奨学金免除指定病院の変更提言（公民の差別撤廃を提言）

３，1市4町に、がん検診の改善を提言



奨学金免除指定病院変更の提言内容

①民間病院においても下記の内、一項目でも満たせば奨学金免除指定病院とすること

１）協力型臨床研修病院であること

２）日本専門医機構が指定する１９領域の学会専門医修練施設の関連病院又は協力病院であること

３）救急告示病院であること

４）一定数以上の分娩実施施設（診療所を含む、知事が指定した施設）であること

５）その他、知事が指定した病院であること

＊上記要件を満たさなくなった場合は指定解除とすること

＊随時見直しを行うこと

②特定地域について

特定地域は、将来的には、生活圏、医療機能分担等を配慮し決定すること

以上

本提言にご賛同頂いた方々の賛同書を添えて提出いたします。



奨学金免除指定病院変更の提言内容
先にも触れましたが、埼玉県でも医師確保のため、埼玉県医師育成奨学金制度を設けています。この
制度は、医学部入学時に地域枠を設け、医師免許取得後に９年間埼玉県内の医師不足通期で勤務すれ
ば奨学金の返済を免除するというものです。
ただし、埼玉県では、公的公立病院に限定されています。
3年前の秩父医療協議会において、県の担当者から「埼玉県医師育成奨学金」についての説明があり、
私は「公的公立病院に限定」に納得出来ず、すぐに質問しました。後日、保健所を通じて回答があり
ました。この理由は以下のようなものです。
「奨学金貸与の目的は、本県の地域医療における医師の地域偏在、診療科偏在を解消することであ
る。奨学金貸与者の勤務先を公的医療機関とするのは、奨学金制度が、条令・規則を制定して運営さ
れており、その原資は埼玉県全体の税金で賄われていること、そして、公的医療機関は地域医療を担
う中心的そんざいであること、そのために公的医療機関への人的支援が優先されるべきことによる」
最近の県と私のやり取りでの理由は、上記に加え「公的病院が不採算医療をはじめ地域の中核を担う
医療機関としてその役割を与えられているためです」とのことであります。

コロナ対応もあり、私はほとんどこの件も忘れたおりましたが、今、やり残した宿題を思い出した思
いです。これには全く納得できません。6月以来、主に電話で、医師不足地域の医療機関を中心に、35
施設の院長・理事長先生方、この件につきお話しをし、ご理解を頂きました。そのすべての先生方
（100％）から「賛同書」をお送り頂きました。さらに、何人かの先生は自ら賛同者を募って頂き、結
局、４２施設の先生方から賛同書を頂きました。ありがたく、頼もしく思っております。
2022年11月現在、県（知事様と県会）に賛同書を添えて提言するべく、準備中です。



提言理由

⚫ 民間病院においても不採算医療と言える地域の救急医療や若手医師の
教育等、中核的機能を担っている病院もあること

⚫ 奨学金対象者の地域医療の実践とその後の地域定着には、モチベーショ
ンが極めて重要であり、指導体制と専門医の取得等に十分配慮する必要
がある。彼らにとって選択できる、魅力ある医療機関が少しでも多いことが
望まれること

⚫ 医師の地域偏在・診療科偏在解消には、様々な要因を検討する必要があ
り、本奨学金制度も地域の実情に即した施策が必須であること

⚫ 地域医療においても、公民間の役割分担は必要であるが、現状を直視し
た時、地域医療を守る上で公民の差別は決してあってはならないと考える



補足資料として

①知って得する健康講座 大腸がん検診のススメ（動画）

②秩父病院ABC検診報告（PDFファイル）

③日本へリコバクタ－学会 中学生ピロリ菌検査と除菌治療
自治体向けマニュアル（PDFファイル）

秩父病院ホームページ花輪理事長の独り言に進んでいただ
いて確認できます。

QRコードを読み取っていただければ上記サイトに飛ぶことができます。


