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会議経過

豊島区がん対策推進本部 

開催日 主な検討内容

第 1回豊島区がん対策推進本部
平成 22年 1月 19日（火）

●がん対策推進本部の設置について
●国と都のがん対策の動向
●区におけるがんとがん対策の現状
●豊島区のがんへの取り組み
●区立施設の受動喫煙防止対策に関する調査について
　ほか

第 2回豊島区がん対策推進本部
平成 22年 3月 29日（月）

●がん対策推進会議委員の選出について
●がん対策における各部局との連携について　ほか

第 3回豊島区がん対策推進本部
平成 22年 5月 11日（火）

●豊島区がん対策推進会議委員の決定について
● がん対策推進条例（仮称）・がん対策推進計画（仮称）
関係について　ほか

第 4回豊島区がん対策推進本部
平成 22年 7月 15日（木）

● がん対策検討部会の報告について、「豊島区がんに関
する意識調査」について
● がん対策推進条例（仮称）・がん対策推進計画（仮称）
について　ほか

第 5回豊島区がん対策推進本部
平成 22年 8月 26日（木）

● がん対策推進条例（案）・がん対策基金条例（案）に
ついて
●としまコミュニティ大学公開講座について　ほか

第 6回豊島区がん対策推進本部
平成 22年 9月 13日（月）

●がん対策推進条例（案）について
●としまコミュニティ大学公開講座申込状況　ほか

第 7回豊島区がん対策推進本部
平成 22年 10月 27日（水）

● 豊島区がん対策推進条例（案）及び豊島区がん対策基
金条例（案）について
●受動喫煙の防止対策について　ほか

第 8回豊島区がん対策推進本部
平成 22年 11月 25日（木）

● 豊島区がん対策推進条例（案）及び豊島区がん対策基
金条例（案）について
●受動喫煙の防止対策について
●豊島区がん対策推進計画（素案）について　ほか

第 9回豊島区がん対策推進本部
平成 23年 2月 3日（木）

●豊島区がん対策推進計画（素案）について　
●豊島区がん対策区民大会について　　　　　ほか
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豊島区がん対策推進会議

　

子宮頸がんワクチン検討部会

開催日 主な検討内容

第 1回豊島区がん対策推進会議
平成 22年 5月 12日（水）
豊島区役所議員協議会室

●委員委嘱、会長の選出、副会長の指名
●推進会議の運営について、今後のスケジュールについて
●がん対策推進条例（仮称）及びがん対策推進計画（仮
称）について
●がんに関する区民意識調査について、ワクチン検討・
喫煙対策について　ほか

第 2回豊島区がん対策推進会議
平成 22年 7月 21日（水）
生活産業プラザ多目的ホール

●がん対策検討部会の報告について
●豊島区がんに関する意識調査結果について
●がん対策推進条例（仮称）・がん対策推進計画（仮称）
について　ほか

第 3回豊島区がん対策推進会議
平成 22年 10月 5日（火）
生活産業プラザ多目的ホール

●豊島区がん対策推進条例（案）及びがん対策基金条例
（案）について
●豊島区がんに関する意識調査結果報告書（案）について
●区立公園等の状況について、豊島区がん対策推進計画
骨子（案）について
●区への提言書について　ほか

第 4回豊島区がん対策推進会議
平成 22年 11月 29日（月）
豊島区役所議員協議会室

● 豊島区がん対策推進条例（案）及びがん対策基金条例
（案）について
●豊島区がん対策推進計画（素案）について
●区への提言について　ほか

第 5回豊島区がん対策推進会議
平成 23年 2月 14日（月）
生活産業プラザ多目的ホール

●豊島区がん対策推進計画（案）について
●区への提言について
●がん対策推進区民大会について　ほか

開催日 主な検討内容

第 1回子宮頸がんワクチン検討部会
平成 22年 6月 16日（水）

●部会設置について
●子宮頸がんワクチン接種公費助成検討事項につ
いて　ほか

第 2回子宮頸がんワクチン検討部会
平成 22年 6月 29日（火）

●子宮頸がんワクチン検討部会報告（案）について
●区教育委員会のがん対策　ほか
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受動喫煙防止推進検討部会

開催日 主な検討内容

第1回受動喫煙防止推進検討部会
平成 22年 6月 8日（火）

●部会設置について
●国の受動喫煙防止対策について
●区立施設の受動喫煙防止状況について
●区庁舎等における受動喫煙防止対策基本指針（案）について
●区施設における受動喫煙防止対策調査について（案）

　ほか

第2回受動喫煙防止推進検討部会
平成 22年 6月 30日（水）

●区施設における受動喫煙防止対策調査結果について
●区の庁舎等における受動喫煙防止対策に関する基本
方針（案）について
●今後の全面禁煙実施までの準備措置及び取組予定
（案）について　ほか

第3回受動喫煙防止推進検討部会
平成 22年 10月 25日（月）

●がん対策推進条例（案）等の検討経過及び今後の予定
について

●豊島区がん対策推進条例（案）について　ほか

第4回受動喫煙防止推進検討部会
平成 22年 11月 16日（火）

●他区の受動喫煙防止対策の状況について
●豊島区の庁舎及び公共施設の受動喫煙防止対策に関
する基本方針（案）について
●豊島区がん対策推進条例（案）について　ほか

　

区立小中学校のがん対策検討部会

開催日 主な検討内容・実施内容

第1回区立小中学校のがん対策検討部会
平成 22年 6月 9日（水）

●部会設置について
●豊島区教育ビジョン 2010 に基づく「がん教育」
（案）について
●今後の進め方　ほか

第2回区立小中学校のがん対策検討部会
平成 22年 6月 28日（月）

●部会検討報告案について
●がん対策推進計画（仮称）について　ほか

健康教育研修会　平成22年8月20日（金）
●子宮頸がん研修実施

定例校長会　平成 22年 8月 31日（火）

子宮頸がん予防ワクチン説明会
平成 22年 11月 13日（土） ●西巣鴨中学校
平成 22年 11月 27日（土） ●西池袋中学校
平成 22年 11月 30日（火） ●千登世橋中学校
平成 22年 12月  7  日（火） ●池袋中学校
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平成 21年 12月 28日
健康担当部長決定

改正　平成 22年４月１日
（目的）
第１条　この要綱は、豊島区がん対策推進本部（以下「本部」という。）の設置について必要な事
項を定め、もって、区の最重要課題であるがん対策を効果的、効率的に推進するため、部局を横
断した総合的ながん対策を実施することにより、がん検診受診率を向上させるとともに、がん早
期発見・早期治療による区民の健康寿命の延伸を図ることを目的とする。

（所掌事項）
第２条　本部は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
　⑴　がん対策条例の制定に関すること。
　⑵　がん予防計画に関すること。
　⑶　がんに関する施策の推進に関すること。
　⑷　がん対策における、区民、事業者、関係団体との連携、協働に関すること。
　⑸　その他、がん対策の推進を図るため必要な事項に関すること。

（組織等）
第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
２　本部長は、区長をもって充て、本部を総理する。
３　副本部長は副区長の職にある者、及び、教育長の職にある者をもって充て、本部長に事故があ
るときは、副本部長がその職務を代理する。
４　本部員は、豊島区組織条例（昭和 40年豊島区条例第１号）に定める部の長、会計管理室長、
池袋保健所長、健康担当部長、教育委員会教育総務部長、図書館担当部長、選挙管理委員会事務
局長、監査委員事務局長、区議会事務局長の職にある者をもって充てる。

（庶務）
第４条　本部の庶務は、保健福祉部がん対策担当課長において処理する。

（その他）
第５条　この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

　附　　則
１．この要綱は、平成 21年 12月 28日から施行する。
２．この要綱は、豊島区事案の決定等に関する規程（平成 17年豊島区訓令甲第 2号）第 3条及び
第 4条の規定により、健康担当部長の決定区分とする。

　附　　則
　この要綱は、平成 22年７月 23日から施行し、平成 22年４月１日より適用する。

要　綱

豊島区がん対策推進本部設置要綱



90

　

（設　　置）
第１条 　豊島区においてがん対策を推進するにあたり、区の現状の検証、がん対策に関する条例
の制定及びがん対策に関する計画の策定、がんに関する施策等について、専門的な見地から検討
するため、豊島区がん対策推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
　⑴　がん対策推進条例（仮称）の制定に関すること。
　⑵　がん対策推進計画（仮称）の策定に関すること。
　⑶　がんに関する施策の推進に関すること。
　⑷　その他がん対策に関して、推進会議が必要と認めること。
（構　　成）
第３条 推進会議は、次に掲げる者につき、区長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。
　⑴　学識経験者　　　　　　　　　　６名以内
　⑵　地域医療関係者　　　　　　　　６名以内
　⑶　区民及びがん関連団体関係者　　４名以内
　⑷　東京都職員　　　　　　　　　　１名以内
　⑸　区職員　　　　　　　　　　　　２名以内
２　　推進会議は上記の委員以外に区長が指名する顧問を１名置くことが出来る。
（委員の任期）
第４条　委員の任期は、委嘱又は任命の日から第９条の規定による会長が所掌事項に関する検討結
果を区長に提言するまでとする。

（会長及び副会長）
第５条 推進会議に会長及び副会長を、各１名ずつ置く。
２　会長は、委員の互選による。
３　副会長は、会長の指名による。
４　会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
５　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
（招　　集）
第６条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。
（意見の聴取）
第７条　推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことが
できる。

（部会の設置）
第８条 　推進会議は、第２条に掲げる所掌事項を効率的に検討するため、必要があると認める場
合は、部会を置くことが出来る。
２　部会は、がん対策推進に関する専門的な課題について検討し、その結果を推進会議に報告する
ものとする。
３　部会長は、会長が指名し部会を主宰する。
４　部会は、部会長が召集する。
５　部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
（提　　言）
第９条　会長は、推進会議が行った所掌事項に関する検討結果を区長に提言するものとする。
（庶　　務）
第１０条　推進会議及び部会の庶務は、保健福祉部がん対策担当課長において処理する。
附　　則
１　この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。
２　この要綱は、豊島区事案の決定等に関する規程（平成 17年豊島区訓令甲第２号）第３条及び
第４条の規定により、健康担当部長の決定区分とする。

豊島区がん対策推進会議設置要綱
平成 22年４月１日
健康担当部長決定
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会議体委員名簿

豊島区がん対策推進本部　委員名簿

職 氏　名 職　名

本部長 高野　之夫 区長

副本部長 水島　正彦 副区長

副本部長 三田　一則 教育長

本部員 吉川　彰宏 政策経営部長

〃 横田　勇 総務部長

〃 上村　彰雄 施設管理部長

〃 齋藤　賢司 区民部長

〃 東澤　昭 文化商工部長

〃 鈴木　達 図書館担当部長

〃 永田　謙介 清掃環境部長

〃 大門　一幸 保健福祉部長

〃 村主　千明 池袋保健所長

〃 山根　斎 子ども家庭部長

〃 増田　良勝 都市整備部長

〃 亀山　勝敏 土木部長

〃 桐生　建樹 会計管理室長

〃 齋藤　忠晴 教育総務部長

〃 若林　弘司 選挙管理委員会事務局長

〃 西澤　茂樹 監査委員事務局長

〃 陣野原　伸幸 区議会事務局長

事務局 佐藤　正俊 健康担当部長
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豊島区がん対策推進会議　委員名簿

　

子宮頸がんワクチン検討部会　委員名簿

役　職 氏　名 職名・団体
顧　問 佐々木　常雄 東京都立駒込病院院長
会　長 鶴田　耕二 東京都立駒込病院副院長
副会長 菅谷　眞 豊島区医師会会長
委　員 森山　光彦 日本大学医学部附属板橋病院　内科学系消化器肝臓内科学分野教授
〃 江口　研二 帝京大学医学部附属病院　内科学講座教授　腫瘍内科
〃 辻井　俊彦 東京都立大塚病院泌尿器科部長
〃 黒岩　厚二郎 東京都健康長寿医療センター腹部外科部長
〃 荒井　邦佳 東京都保健医療公社豊島病院副院長（外科）
〃 水庭　弘進 豊島区医師会副会長
〃 加藤　佳代 豊島区医師会理事
〃 小澤　政陽 豊島区歯科医師会会長
〃 大澤　誠 豊島区薬剤師会会長
〃 石原　聖久 豊島健康診査センター所長
〃 住友　眞佐美 東京都福祉保健局保健政策部長
〃 横山　忠夫 元読売巨人軍投手
〃 福島　茂 元朝日新聞記者、健康プラン推進会議区民委員
〃 季羽　倭文子 ホスピスケア研究会顧問
〃 寺西　真美 一般社団法人リボンムーブメントスタッフ
〃 齋藤　忠晴 豊島区教育委員会教育総務部長
〃 村主　千明 池袋保健所長

職 氏　名 職名・団体
部会長 鶴田　耕二 東京都立駒込病院　副院長
委　員 八杉　利治 東京都立駒込病院
〃 加藤　佳代 豊島区医師会　　　
〃 荒木　崇 豊島区医師会
〃 前田　和加奈 豊島区立中学校ＰＴＡ連合会長
〃 寺西　真美 一般社団法人リボンムーブメントスタッフ
〃 村主　千明 池袋保健所長
〃 小澤　弘一 企画課長
〃 金子　智雄 財政課長
〃 深山　紀子 健康推進課長
〃 鈴木　祐子 長崎健康相談所長
〃 吉末　昌弘 教育総務課長
〃 山本　聖志 教育指導課長
〃 佐藤　正俊 健康担当部長
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受動喫煙防止推進検討部会　委員名簿

　

区立小中学校のがん対策検討部会　委員名簿

職 氏　名 職名・団体
部会長 村主　千明 池袋保健所長
副部会長 佐藤　正俊 健康担当部長
〃 永田　謙介 清掃環境部長
部会員 佐野　功 総務課長
〃 長戸　明 環境課長
〃 深山　紀子 健康推進課長
〃 石川　裕 議会総務課長

職 氏　名 職名・団体
部会長 齋藤　忠晴 豊島区教育委員会教育総務部長
委　員 村主　千明 池袋保健所長
〃 澤田　美和 駒込中学校養護教諭
〃 高田　洋子 千早小学校養護教諭
〃 鈴木　さよ子 学校運営課長
〃 山本　聖志 教育指導課長
〃 佐藤　正俊 健康担当部長
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平成 22年 12月 13日
豊島区条例第 38号

（目的）
第１条　この条例は、がんが区民の生命及び健康にとって重大な脅威となっている現状にかんがみ、
がんの予防及び早期発見、それらに係る普及啓発並びにがん患者等の負担の軽減を図ることによ
り、がん対策の総合的かつ計画的な推進に資することを目的とする。

（区の責務）
第２条　豊島区（以下「区」という。）はがん対策に関し、がんに関する正しい知識の普及啓発、
がんの予防に関する実効性のある施策及びがん患者等に対する必要な支援を実施するよう努める
ものとする。

（区民の責務）
第３条　区民は、自らの健康を保持するため、がんに関する正しい知識を持ち、区が行うがんの検
診事業に定期的に参加する等がんの早期発見及び早期治療に努めるものとする。

（国及び東京都等との連携）
第４条　区は、国、東京都、医療関係団体、医療機関その他の関係機関との連携を図りつつ、区の
特性に応じたがん対策を実施するものとする。

（がんの予防及び早期発見の推進）
第５条　区長は、がんの予防及び早期発見を推進するため、次に掲げる施策を行う。
　⑴　喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響を普及啓発するため
の施策
　⑵　がん検診の受診率向上及び質の向上を図るために必要な施策
　⑶　教育委員会と協働し、健康教育の一環として、児童・生徒及び保護者に対し、がんの予防に
関する普及啓発を図るための施策
　⑷　前３号に掲げるもののほか、がんの予防及び早期発見を推進するために必要な施策
（区民に対する情報提供）
第６条　区は、区民のがんに関する意識を高め、理解と関心を深めるため、区民に対し、がん対策
に関する情報を提供するよう努めるものとする。

（喫煙による健康被害の予防）
第７条　区は、受動喫煙による健康被害を防止するため、公共施設における禁煙及び分煙化の推進
に努めるものとする。

（がん対策における地域医療連携体制の整備）
第８条　区は、医療関係団体、医療機関、介護事業者等と連携し、がん患者が、その居宅等におい
て身体的又は精神的な苦痛を軽減するため、緩和ケア等の必要な支援を受けることができる体制
の整備に努めるものとする。

（区内企業等との連携）
第９条　区は、区内企業、団体等と連携し、職場におけるがん検診及びがんに関する普及啓発の推
進に努めるものとする。

（がん対策推進計画の策定）
第１０条　区は、がん対策を計画的に推進するため、がん対策推進計画を策定し、がん対策に関す
る施策の実現に努めるものとする。

（がん患者等への支援）
第１１条　区は、がん患者及びその家族を支援するため、がん患者等で構成される団体に対し、必
要な情報提供等に努めるものとする。

（財政上の措置）
第１２条　区は、がん対策に関する施策を計画的に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよ
う努めるものとする。
附　則
　　この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

条　例

豊島区がん対策推進条例
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平成 22年 12月 13日
豊島区条例第 39号

（設置）
第１条　豊島区が実施するがんの検診及び予防施策並びにそれらに係る普及啓発の施策に要する経
費に充てるため、豊島区がん対策基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立額）
第２条　基金として積み立てる額は、豊島区一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

（管理）
第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけ
ればならない。
２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

（運用益金の処理）
第４条　基金の運用から生ずる収益は、豊島区一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入
するものとする。

（繰替運用）
第５条　区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、
基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（処分）
第６条　区長は、第１条の目的を達成するため、基金の全部または一部を処分することができる。

（委任）
第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

　　　附　則
　この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

豊島区がん対策基金条例
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職員向けに発行された庁内報です。（各 1ページ目のみ掲載）

豊島区ホームページに全号掲載しています。

（豊島区HP：http://www.city.toshima.lg.jp/）

豊島区キャンサーレポート
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（あ行）

■アプローチ
　対象とするものに近づく方法。

■Ｓ
エス

Ｍ
エム

Ｒ
アール

　標準化死亡比（Standardized mortality 
ratio）の略称。
➡参照：「標準化死亡比」

■Ｈ
エイチ

Ｐ
ピー

Ｖ
ブイ

（ヒトパピローマウイルス）
　ヒトパピローマウイルス（Human 
papillomavirus）の略称。
➡参照：「ヒトパピローマウイルス」

■エビデンス
　病気や怪我に対する治療法が効果を示すこ
との証拠や検証結果。または臨床結果などの
科学的根拠のこと。

（か行）

■介護事業所
　介護サービスを提供する事業所。

■がん管理手帳
　がん患者自身が病状や治療状況を記入し、
理解したことや知りたいことを整理し、療養
生活に役立てる手帳。

■がん検診受診率
　がん検診受診対象者のうち、実際に検診を
受けた人の割合。

■緩和ケア
　病気の早期の段階から、患者や家族の痛み
やその他の症状をコントロールし、精神的、
社会的な苦痛を和らげる援助。

■がん診療連携拠点病院
　がん患者が全国どこでも質の高いがんの専
門治療が受けられるように都道府県ごとに厚
生労働大臣が指定した医療機関。

■がん対策基本法　
　日本のがんの対策について、定められた法
律（平成 18年 6月 20日法律第 98号）。

■がん対策推進基本計画　
　がん対策基本法に基づき、がん対策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の
基本的方向について定めるとともに、都道府
県がん対策推進計画の基本となる計画。

■がん登録
　がん患者の診断・治療・予後などの情報を
集積し、がんの原因究明や、国や地域のがん
対策の立案・評価につなげる仕組み。

■がん発見率
　がん検診受診者のうち、がんが発見された
人の割合。

■ＱＯＬ ( キューオーエル )
　クオリティ・オブ・ライフ（Quality of life）
の略称。
➡参照：「クオリティ・オブ・ライフ」

■許
きょ

容
よう

値
ち

（要精検率やがん発見率の許容値）
　がん検診に関する精度管理指標として、要
精検率やがん発見率に設定されている許容範
囲の数値。

■クオリティ・オブ・ライフ（ＱＯＬ）
　「生活の質」「生命の質」「生きることの質」
等と訳される。個人の価値観に合った、その
人らしく社会生活が送れる状態。

■グリーフケア
　身近な人の死や病気などの環境変化により
生まれる悲しみを乗り越えたり、和らげたり
するための支援。

■クリティカルパス
　病気の検査や治療の流れを計画に表すこ
と。ケアの内容、スケジュールを示すことで
患者の不安を取り除き、質の高い医療を提供
することを目的とする。

■口
こう

腔
くう

ケア
　口腔の清掃や歯垢・歯石・舌苔等の除去、
口腔疾患の治療・予防等により口腔を衛生的
に保つこと。

■高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）
　地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進
を包括的に支援するために区市町村に設置さ
れる。豊島区においては、平成 18年４月に
８ヶ所設置され、高齢者の相談窓口として、

用語解説
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社会福祉士・保健師等の専門職員が、相談・
申請受付等の総合的な支援を行っている。
区民に親しみやすいよう平成 22年１月より
通称名「高齢者総合相談センター」を使用し
ている。

（さ行）

■三
さん

師
し

会
かい

　
　医師会、歯科医師会、薬剤師会の 3つの
団体の総称。

■在宅医療コーディネーター
　在宅医療において、患者と医療者との橋渡
し役として、患者やその家族の悩みや不安を
聞き、望まれる医療サービスや医師の選択、
在宅の療養生活などのアドバイスを行う医療
の専門家（看護師など）。

■在
ざい

宅
たく

療
りょう

養
よう

支
し

援
えん

診
しん

療
りょう

所
じょ

　患者からの連絡に応じて 24時間体制で往
診・訪問看護等の在宅医療を実施する診療所。

■細
さい

胞
ぼう

診
しん

　病変部の細胞を採取し、正常な細胞と比較
することで良性か悪性かを判断する検査。

■ＣＯＰＤ（シーオーピーディー）
　慢性閉塞性肺疾患（Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease）の略称。
➡参照：「慢性閉塞性肺疾患」

■ＣＴ検査
　Ｘ線を用いて身体の断面画像を撮影
するコンピュータ断層撮影（Computed 
Tomography）による検査。がん検査におけ
るＣＴ検査とはＸ線を用いて身体の断面画像
を撮影する画像検査。
➡ 関連用語：「低線量ＣＴ」、「マルチスライ
スＣＴ」

■終末期
　次の三つの条件を満たす場合を言う。(1)
医師が客観的な情報を基に、治療により病気
の回復が期待できないと判断すること。(2)
患者が意識や判断力を失った場合を除き、患
者・家族・医師・看護師等の関係者が納得す
ること。(3) 患者・家族・医師・看護師等の
関係者が死を予測し対応を考えること。

■主
しゅ

流
りゅう

煙
えん

　喫煙者がフィルターを通して肺に吸い込む
煙。フィルターで除去しきれない有害物質を含
み、肺がん等の確実なリスク因子と言われる。

➡関連用語：「副流煙」

■シンポジウム
　特定のテーマについて、複数の専門家によ
る講演を行なった後に観客と質疑応答を行
う、公開討論会の一種。

■スピリチュアルペイン
　死が間近に迫った患者が感じる心の痛み。
死への恐れや人生観、死生観から感じる痛み
とされ、霊的な痛み、魂の痛みなどと訳され
る。⇒関連用語：「全人的苦痛」

■精
せい

検
けん

受
じゅ

診
しん

率
りつ

　要精密検査者のうち、精密検査を受けた人
の割合。

■セカンドオピニオン　
　患者が検査や治療を受けるにあたって主治
医以外の医師に求める意見。

■全
ぜん

人
じん

的
てき

苦
くつ

痛
う

（トータルペイン）
　患者の苦痛を、４つの要素：「身体的
痛 み（physical pain）」「 精 神 的 な 痛 み
（psychological pain）」「社会的ないたみ（social 
pain）」「スピリチュアルペイン（spiritual 
pain）」が深く関わっていると捉え、患者と
家族のQOLをできる限り良好にすることが、
ホスピスケアの理念であるとしたもの。

（た行）

■低線量ＣＴ
　出力を抑えて、放射線を少なくしているＣＴ。
➡ 関連用語：「ＣＴ検査」、「マルチスライス
ＣＴ」

■読
どく

影
えい

　レントゲン、ＣＴ、ＭＲＩ（核磁気共鳴画
像法）など、検査結果の画像に異常がないか
診断すること。

■トリアージ
　災害発生時など多数の傷病者が発生した
際、傷病の緊急性や程度に応じ、適切な搬送・
治療を行うこと。

（な行）

■日
にち

母
ぼ

分
ぶん

類
るい

　日本婦人科医会が作成した子宮頸がんスク
リーニングの様式。
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（は行）

■バックベッド
　在宅で生活している患者の体調が急変した
時に、一時的に入院し、専門的な治療が受け
られる体制。

■パブリックコメント
　意見公募手続き制度。自治体の重要な政策
等を決定する際、案の段階から公表し、住民
の意見を募集・考慮し、自治体の考え方を明
確にしたうえで最終的な意思決定をする制度。

■ピアカウンセリング
　障害を持つ当事者同士が仲間（ピア）とし
て集まり、話し合いや助言をすることで、お
互いの辛さや苦しさを分かち合い、支え合い
ながら地域での自立した生活を目指すもの。

■ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）
　パピローマウイルス科に属するウイルス
で、100 種類以上の型が発見されている。
この一部の型のウイルスが子宮頸がんの原因
になることがわかっている。

■標準化死亡比（ＳＭＲ）
　対象地域の死亡率をその地域の年齢構成に
基づき補正し、標準化した死亡比。

■副
ふく

流
りゅう

煙
えん

　喫煙者がフィルターを通して吸い込む主流
煙と異なり、燃焼部分から立ち上り有害物質
を多く含む煙のこと。
➡関連用語：「主流煙」

■ベセスダ方式
　子宮頸がんスクリーニングの様式。

■ヘリコバクターピロリ（Helicobacter pylori）
　胃に生息するらせん状の細菌。ピロリ菌。
胃潰瘍や胃がんの原因と言われる。

■便
べん

潜
せん

血
けつ

検
けん

査
さ

　便に混じる血液を調べる検査。大腸がんの
スクリーニング検査として普及している。

■訪問看護ステーション
　在宅医療を要する患者を対象に、医療看護
スタッフが自宅を訪問し看護などのサービス
を提供する拠点。

■ホスピス
　終末期の医療を行う施設、または在宅で行
う終末期医療。

（ま行）

■マルチスライスＣＴ
　同時に多断面を撮影するＣＴ。撮影時間の
短縮と精密な情報を得られる。
➡関連用語：「ＣＴ検査」、「低線量ＣＴ」

■慢
まん

性
せい

閉
へい

塞
そく

性
せい

肺
はい

疾
しっ

患
かん

（ＣＯＰＤ）
　汚れた空気を長年吸い続けることで発病す
る肺気腫と慢性気管支炎を統合した名称。息
苦しさや咳・痰が続くなどの症状が現れる。
患者の約９割は喫煙者か前喫煙者とされる。

■マンモグラフィ（乳房Ｘ線検査）
　乳がんの早期発見のために、乳房にＸ線を
照射し、腫瘍や石灰化を発見するための装置。
　
■ｍＧｙ（ミリグレイ）
　放射線を受けた空気が吸収したエネルギー
量の単位。

（や行）

■要
よう

精
せい

検
けん

率
りつ

　がん検診受診者のうち、診断結果が「精密
検査が必要」とされた者（要精密検査者）の
割合。

（ら行）

■り患率
　特定の疾病にり患した者の割合。

■リハビリテーション
　肉体的・精神的・社会的な障害を取り除き、
自分らしく社会生活を送れる状態を取り戻す
こと。またはそのための訓練。

■レスパイト
　介護疲れによる過大な負荷が家族にかから
ないように、一定期間ケアを交代し、家族を心
身の疲れから開放させるための支援サービス。


