石 心 会 グ ル ープ
神奈川地区広報誌

前立腺がんとPSA検査

簡単な検査で
早期発見、
早期治療を
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前立腺がんとPSA検査

簡単な検査で早期発見、早期治療を

ドクターズ・プロフィール
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大前 芳男

川崎幸病院消化器内科部長・
内視鏡センター長

前立腺は男性だけにあり、精液の一部をつ

術だけの治療でしたが、放射線治

大前芳男医師は、
「内科には一

らずに診断できます。 拡大内視

くる臓器です。前立腺がんは、細胞が無秩序

療もそれと同等な治療成績が出る

般内科があり、その他循環器内

鏡できちんと診断している病院は

ようになりました。「専用のコン

科、消化器内科、腎臓内科など

少ないのです」続けて、
「早期が

ピュータで計測して腫瘍の形に適

があります。 消化器病センターと

んは、今までは手術で治療してい

した強度変調放射線治療(IMRT)

いうのは、外科と消化器内科を合

たものを、カメラを使って内視鏡

のVMAT法は、がん周辺の正常な

わせたものです。 そこに内視鏡

的粘膜切除(EMR)や、もっと大

組織への照射を減らし、副作用を

センターがあり、センター長を務

きなものは切開剥離（ESD）を行

増加させず、より強い放射線を適

めています」と説明してくれました。

います。 昨年大腸のEMR/ESD

確に腫瘍に対して照射します。 当

大前部長が川崎幸病院に入職

院では、外来での治療になります

して今年で９年目。「医療界では

前立腺がんの治療

が、照射時間は60〜90秒で、治

内視鏡治療が急速に進化しまし

ます。 現在、医師7名、看護師

が、併存することが多い前立腺肥

前立腺がんの治療法には、手

療期間は7〜8週です」と、鈴木部

た。 内視鏡手術は外科と内科の

7人、技師6人で、治療と検査を

大症の尿が出にくいなどの尿症状

術（外科治療）、放 射線治療、内

長はさらに進んだ放射線治療につ

境界にあります。 消化器内科が

行っています。

が出ることがあります。 がんが進

分泌療法（ホルモン療法）、さらに

いて話してくれました。

担当することが多く、病院によっ

「私は、群馬大学の第一内科にい

る大前部長が、医師になることを

行すると、血尿や骨への転移によ

は特別な治療をせずに経過観察

ては外科医が担当するところもあ

ました。 消化器だけでなく、内

決めたのは中学生の頃だそうです。

る腰痛などが出やすくなります。

するPSA監視療法（待機療法）が

ります」と、内視鏡医療の位置を

科の全般を診ていました。 内科

お母さんが医療関係の仕事をして

「前立腺がんの特徴は、骨が硬くな

あります。 この治療法を単独で行

「何よりもまず早期発見が大切で

話してくれました。

から来たものですから、内視鏡

いたので、その影響もあったとか。

り、それが神経を圧迫して、よく

うほか、がんの状態や患者さんの

す。 PSA検査は、50歳以上の方

治療にあたっては、きちんと病気

今は奥さんと５歳の娘と３人暮ら

痛みを伴います。 以前は痛みが出

年齢や体力などによって、複数の

に受けていただきたいのです。 た

を診断して、どういう治療方法が

し。 ところで、大前部長には仕

てから、がんが発見されるケース

治療法をくみあわせることもよくあ

だ、ご家族に前立腺がんの家族

新病院に移転後は、検査室が

最適かを考えて、治療法を選択

事以外の趣味がありません。 ひ

が多く、見つかっても、たいてい

ります。

歴がある方は、親子発症、兄弟発

全 部で４部屋と、旧病院の２倍

するというプロセスを踏みます」と、 たすら内視鏡関連の医療に没入

は骨転移した末期に近く、むずか

「早期で見つかった場合、２つの

症が多いので、4 0 代になったら

の部屋が用意されたので、全体

ていねいな診察と治療を実施する

しい治療になっていました。

大きな治療方針として、前立腺の

測ってくださいと学会も勧めていま

の治療件数が大幅に伸びました。 と説明しています。

ら「老後は寂しい人生になるよ」と

ところが、1990年頃からPSA

全 摘手 術と放 射線治療がありま

す」と、鈴木部長は、検査の大切

内視鏡の件数は、検査も含めて、 「内視鏡センターの特色は、消化

忠告されているそうです。

検査によって、早期のがんが発見

す。 根治を目指せる年齢の方で

さを強調しました。

昨年で上部内視鏡では約4,300

されるようになりました。 この検

余命が10年以上期待される方が

査は、ふつうの採血での検査に１

主な対象です」

に自己増殖して発生します。前立腺がんは近
くのリンパ節や骨への転移が多く、肺や肝臓
などにも転移することもあります。前立腺がん
とPSA検査について、鈴木理仁・川崎幸病院
泌尿器科部長に伺いました。
鈴木理仁・川崎幸病院泌尿器科部長

前立腺がんの症状
早期にはあまり症状は出ません

長は話しています。

川崎幸クリニックでは、PSA検
査を実施しています。 お問い合わ
せや予約は、電話044‒511‒2112

項目追加するだけで済みます」と、
鈴木理仁・川崎幸病院泌尿器科部

まずPSA検査を受けましょう

早期前立腺がんの放射線治療

で受け付けています。

早期前立腺がんは、かつては手

内視鏡センターの実体

件、下部内視鏡では約2,800件

は550件、上部では80件ほど」と、
実績をあげました。

器がんの診断能力を上げるため
に拡大内視鏡とNBI（狭帯域光観

で、合計約7,100件にのぼります。 察）を導入していることです。 拡
内視鏡のチームは、ドクターは

大内視鏡は、大腸の表面構造を

１人で、バイタルを見る看護師さ

見るだけで、腫 瘍が悪性かどう

んと介助をする技師さんで構成し

か分かります。 大腸の組織を取

無趣味人間の典型
内視鏡センターのリーダーであ

しているそうですが、周辺の人か

大前 芳男

（おおまえ・よしお)
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群馬大学医学部卒
群馬大学医学部附属病院 第一内科
亀田総合病院 消化器内科
昭和大学横浜市北部病院 消化器センター
昭和大学横浜市北部病院
消化器センター員外助手
2005年 川崎幸病院
『あおぞら』7月号で山嵜継敬医師の名前の読みが誤っていました。
正しくは「つぎよし」です。お詫びして訂正いたします。

石心会NEWS
● 川崎幸クリニック

「第二川崎幸クリニック（仮称）」
の開設へ

第二川崎幸クリニックの開設にあ

● 川崎幸病院

入れ要請に対する
「断り」
は０件で、昨

JR川崎駅西口→川崎幸病院→川崎幸

幸クリニックのシャトルバスの利用者

6月も救急車の断りゼロ

年９月から連続10か月のゼロ行進が

クリニック→ J R 川 崎 駅 西 口の巡 回

は10,661人でした。 またJR川崎駅

続いています。

ルートのみで、20分間隔で運行しま

と川崎クリニック間のシャトルバス利

す。 時刻表も変わりますので、ご注意

用者は1,674人で、合計12,335人の

ください。

皆さんが利用されました。

たっては、地元の医師会のご理解のも

川崎幸病院の6月救急車による受け

とに進めています。 なお、分割の内

入れは661人でした。 昨年の同月は

● 川崎幸病院・川崎幸クリニック

ふれる状態が続いています。 この混

容や完成予定などの詳細は、決まり次

722人でしたから、マイナス61人で、

8月1日、バスルートと時間が変更に

雑を解消するためにクリニックを分割

第、その都度発表します。

0.08％減となりました。

川崎幸クリニックは、患者さんがあ

し、第二川崎クリニックを旧川崎幸病
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院跡地に開設することを決めました。

一方、救急隊からの患者さんの受け

8月1日からシャトルバスの従来の
ルートが変わります。 新しい路線は、

6月のシャトルバスの利用者
JR川崎駅西口、川崎幸病院、川崎
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2014年
地域の皆様が病気や医療について知識を深め、健康維持・
増進、疾病の早期発見・早期治療に役立てていただけるよう、
医学公開講座（かわさき健康塾）
を開催しています。
開催日

時間

お申込み不要

●8月のかわさき健康塾から

8

定員になり次第受付終了とさせていただく場合がございます。
講座開始時間にも、
ご注意ください。
川崎市以外にお住まいの方もご参加いただけます。

参加費無料

テーマ

14：00〜14：45

︽ 一 般 講 座 ︾ どなたでもご参 加いただけます

1 日（金）14：45〜15：30
14：00〜14：45

6 日（水） 14：45〜15：30
14：00〜14：45

7 日（木） 14：45〜15：30
13：00〜13：45

8 日（金） 13：45〜15：30
14：00〜14：45

12日（火） 14：45〜15：30
13日（水） 14：00〜14：45

講 師

臨床検査技師
前立腺がんの検査 〜PSAって知ってますか!!!?〜
検査科 / 科長 佐藤 政延
診療放射線技師
学
放射線治療のいろいろな照射技術
放射線科 / 主任 仙田
形成外科医師
髙見
麻衣子
まぶたのたるみのお話
形成外科
IVR科医師
大動脈瘤が破裂したらどうなるでしょうか・・・
放射線IVR科副部長 長谷 聡一郎
緩和ケア認定看護師
がんの治療と一緒に始める緩和ケア
看護部 安住 和夏
川崎幸クリニック 臨床心理士
がんと向き合う心理
心理相談室 / 室長 稲富 正治
さいわい鹿嶋田クリニック
検診を受けましょう 〜放射線技師からみた検診〜 診療放射線技師 / 放射線科長 柚木園 隆
さいわい鹿島田クリニック
さいわい鹿島田クリニックの上手なかかり方
事務課 / 課長 笠間 靖史
臨床検査技師
〜良いコレステロール、
悪いコレステロール〜
コレステロールについて
検査科 / 科長 佐藤 政延
管理栄養士
さよなら生活習慣病
栄養科 田内 直恵
整形外科医師
腰のいたみについて
整形外科 瀬戸上 智行

髙取 正雄

ソリッドスクエア 西館1階
2番会議室
（63人）

う！うつとその症状」
作間
21日（木） 14：00〜14：45 「気づいてあげよ
〜周囲の見守りが早期発見・早期治療に繋がる〜 法人副本部長 医療相談員・精神保険福祉士

特別
講座

22日（金） 14：00〜14：45

川崎ファミリークリニック

先着

生活習慣病の原因は動脈硬化!!? 〜ABI検査について学びましょう〜

10：00〜10：45

28日（木） 10：45〜11：30
14：00〜14：45

28日（木） 14：45〜15：30
14：00〜14：45

29日（金） 14：45〜15：30

時間

夏休み
特別講座

〜

14：00
14：45

25日（月） 14：45

前立腺がんと
向き合うために
知っておきたいこと

〜

どなたでもご参加
いただけます

開催日

15：30

開催日

最新の前立腺がん放射線治療

小山 圭子
加藤 憲

川崎日進町ビルディング 6階
川崎クリニック会議室
（50人）

長澤 建一郎

消化器内科医師
消化器病センター
看護師
看護部 / 副部長

岡本 法奈
丸田 恵美

川崎市産業振興会館 9階
第3研修室A・B室（99人）

川崎幸クリニック
内科医師

小林 直

川﨑幸クリニック
理学療法士

出口 貴子

「最新の前立腺がん放射線治療」
加藤 大基

放射線治療医師
放射線治療センター

加藤 大基

川崎市産業振興会館 9階
第3研修室A・B室（99人）

総合福祉センター
エポックなかはら
大会議室
（150人）

主催団体

後藤 学

ナイス株式会社 住まいるCafé 川崎
（15人）

理学療法士
リハビリテーション科長

手塚 純一

子育て支援センターあいいく

脳神経外科医師
脳血管センター副センター長 / 脳神経外科部長

神林 智作

ナイス株式会社 住まいるCafé 川崎
（15人）

感染管理認定看護師
医療安全管理室 / 主任

武良 由香

クレッセ川崎

村井 治

河原町ふれあいサロン

循環器内科医師
心臓病センター長 / 循環器内科部長
内科医師
副院長 / 内科部長

〜わかりやすい糖尿病のお話〜

突然死は他人事ではありません!『もしも』の対応を習得しましょう

沢

丞

ザ・ミレナリータワーズ塚越

循環器内科医師
心臓病センター副センター長 / 循環器内科副部長

伊藤 賀敏

キヤノン株式会社 矢向事業所

放射線治療医師
放射線治療センター長 / 副院長

田中 良明

川崎の歴史と文化を識る会

消化器内科医師
消化器内科部長 / 内視鏡センター長

大前 芳男

キヤノン株式会社 川崎事業所

ここまで進んだ「胃がん検診・大腸がん検診」〜初めての方も、ずっと受けてる方も!!〜

企業・町内会、各種団体への“出張講座”を無料で承ります。〜まずはお気軽にご相談ください〜

放射線治療センター・放射線治療医師

治療は、 切らずに治せる最新の放射線治療が有
効です。40歳以上の男性とそのご家族の方は、前
立腺がんについて理解を深める機会になります。

ＡＢＩ検 査は、アンクル・バーチャル・プレッ

26日
（火）14：00〜14：45
川崎市産業振興会館９階 第３研修室

「ABI検査について学びましょう」
大栁 佳奈子

川崎幸クリニック検査科／臨床検査技師

シャー・インデックス検査の略です。「足関節上腕
血圧比」検査と訳されています。 足首と上腕の血
圧を測定し、その比率を出すことによって、大動脈
や手足の動脈などの比較的太い動脈の狭窄や閉
塞の有無を推定できます。 つまり動脈硬化（血管

● 受講者の先着50人には

ABI検査の券が配布されます。

の衰え）
や血管障害を検出します。

がん、生活習慣病周辺で知っておきたいこと

1日
（金）14：00〜15：30

ソリッドスクエア西館１階
2番会議室

「前立腺がんの検査」̶PSAって知ってますか？
佐藤 政延

検査科科長／臨床検査技師

放射線科主任／診療放射線技師

7日
（木）14：00〜15：30

※ ご希望の2か月前を目安にご連絡ください。
内容によってはご希望に沿えない
場合もございます。
予めご了承ください。

※主催団体への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 ※2講演目以降の参加をご希望の方は、
開始時間5分前を目安にお越しください。
※ 講演テーマ、
講師は予告なく変更になる場合もあるため、
最新の情報は川崎幸病院ホームページ http://saiwaihp.jp/ でご確認ください。

ミューザ川崎シンフォニーホール
４階研修室

「がんの治療と一緒に始める緩和ケア」
看護部／緩和ケア認定看護師

「がんと向き合う心理」
稲富 正治

病気そのものについての知識を
積むことは、病気に備える意味で
も大切なことです。 でも、意外と

「放射線治療のいろいろな照射技術」
仙田 学

鈴木 理仁

師

査と同じように行います。 また早期の前立腺がんの

泌尿器科部長

開催場所（定員）

泌尿器科医師
泌尿器科部長

外科医師
救急・総合診療部部長 / 外科副部長

最近のがん放射線治療について

鈴木 理仁

川崎市産業振興会館 9階

臨床工学技士
CE科透析室 / 主任

講

29日（金）

「前立腺がんを早く見つけるために」きるようになりました。 PSA検査は、普通の血液検

安住 和夏

7日（木）子育てをがんばるお母さんのための、肩こり・腰痛対策とシェイプアップ 〜軽い体操をしながら〜

糖尿病治療の最前線

ソリッドスクエア 西館1階
2番会議室
（63人）

川崎日進町ビルディング 6階
川崎クリニック会議室（50人）

前立腺がんを早く見つけるために

テーマ

26日（火）

ソリッドスクエア 西館1階
2番会議室
（63人）

講 師

5日（火）熱中症について

限定となります

診療情報管理室
主任

テーマ

11日（月）脳卒中 〜脳卒中の治療と予防〜
出張講座 15日（金）夏の感染症について
主催団体の方たち 22日（金）動悸を感じたら・・・ 〜不整脈について〜

本間 久恵

前立腺がんはPSA検査によって、早期発見がで

大栁 佳奈子 第3研修室A・B室（99人）

腎臓内科医師
腎臓内科

腎臓を長生きさせるためには
人工透析最前線 〜血液疾患と治療方法〜
胆石についての話
看護師が伝えるシリーズ 〜誤嚥性肺炎について〜
肝機能検査の見方について
スキ間時間の有効可能!! 〜座ったまま体操 気軽に運動をはじめましょう!!〜

聡

川崎幸クリニック
検査科 / 臨床検査技師

ABI検査実施チケットを配付します
● 受診対象日／9月7日
（日）午前中 ● 受診施設／川崎幸クリニック

27日（水） 14：00〜14：45 「死亡診断書」を読んでみよう!! 〜誰でも必ず一度はお世話になるもの〜

川崎日進町ビルディング 6階
川崎クリニック会議室
（50人）

髙取内科医院
院長

特別
講座

50人

ミューザ川崎
シンフォニーホール 4階
研修室1＋２＋3
（81人）

髙栁 美樹

愛仁歯科医院
口腔機能支援センターさいわい
センター長

夏休み特別講座 「前立腺がんと向き合うために知っておきたいこと」

ルリエ新川崎
2階集会室（40人）

ミューザ川崎
シンフォニーホール 4階
研修室1＋２＋3
（81人）

ピロリ菌 あれ・これ

来場者特典

ミューザ川崎
シンフォニーホール 4階
研修室1＋２＋3
（81人）

津田 泰任

20日（水） 13：30〜14：15

26日（火） 14：00〜14：45

ミューザ川崎
シンフォニーホール 4階
研修室1＋２＋3
（81人）

循環器内科医師
心臓病センター

特別
講座

〜口腔機能管理〜

ソリッドスクエア 西館1階
2番会議室（63人）

川崎幸クリニック
放射線科 / 医長

胸の痛みを感じたら・・・〜狭心症について〜
頭痛の画像診断について

自分の老後は自分で守る!!

総合福祉センターエポックなかはら大会議室

開催場所（定員）

14日（木） 14：45〜15：30

14：00〜14：45

25日
（月）14：00〜15：30

川崎幸クリニック心理相談室室長／臨床心理士

正確に知らないのは病気周辺のこ
と。 がんの検査や放射線治療の
技術、 がんの緩和ケア、がんと
知ってそれに向き合う心理なども
知っておきたい話しです。
また、からだに必要なコレステ
ロールにも善し悪しがあること、生
活習慣病に対する食生活の大切
さなども知っておきたいですね。

ミューザ川崎シンフォニーホール
12日
（火）14：00〜15：30 ４階研修室

「コレステロールについて」̶良いコレステロール、悪いコレステロール
佐藤 政延

検査科科長／臨床検査技師

「さよなら生活習慣病」
田内 直恵

栄養科／管理栄養士

● かわさき健康塾についてのお問い合わせ先： TEL.044-542-7007
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