
　米国の人気女優であるアンジェリーナ・ジョリーさ
んが予防のために、両側の乳房切除術を受けて話題と
なっているのが遺伝性乳癌です。乳癌の 5～ 10％は遺
伝性であると言われています。では、遺伝性乳癌とは
どんなものでしょうか？乳癌の発症には、いろいろな
ものが関与しています。出産、授乳、食生活、良性乳
腺疾患の有無等が挙げられますが、最も有名なのが家
族歴です。例えば、お母さんや姉妹が乳癌になった方
は、それ以外の方と比べて 2～ 4 倍乳癌になるリスク
が高いと言われています。乳癌になりやすい体質とい
うものがあり、これが親から子へ遺伝していくことに
よると考えられます。

 

　乳癌の遺伝要因には強いもの・弱いもの・さまざま
なものがあると考えられていますが、その中で特に強
いものがあることが分かっています。
　研究の結果、BRCA1 遺伝子と BRCA2 遺伝子と呼
ばれる２つの遺伝子のどちらかに変異があると、乳癌
だけでなく卵巣癌にもなりやすいことが分かっていま
す。（表１）BRCA1、BRCA2 遺伝子は、通常は細胞
ががん化しないように機能していますが、これらの遺
伝子にその機能が損なわれるような変化があると、乳
癌や卵巣癌などを発症しやすくなります。ただし、
BRCA1 または BRCA2 遺伝子の遺伝子変異をもって
いても全員が乳癌や卵巣癌を発症するわけではなく、
一生癌を発症しない人もいます。遺伝性の乳癌・卵巣

癌は、一般的な乳癌・卵巣癌と基本的には同じで、早
期発見・早期治療が有効です。そして、遺伝性乳癌・
卵巣癌症候群にはもう一度別の乳癌になる、乳癌だけ
でなく卵巣癌も発症するなどのリスクがあるため、そ
れを考慮した個別化医療が行われています。

 　遺伝性乳癌・卵巣癌症候群の発症に関与している
BRCA1 遺伝子や BRCA2 遺伝子に変化があるかどう
かを調べる遺伝子検査があります。通常の採血で行う
ことができますが、遺伝子検査ですべての遺伝性異常
が分かるわけではありません。遺伝性の可能性がある
程度高い場合には、遺伝子検査を選択肢として提示し
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Heart of the Dreaming 私たちは「心温かい信頼の医療」を目指しています。

乳癌と遺伝について

外科部長　鈴木　幸正

知っておきたい
病気のはなし

身近にひそむ病気の話や
覚えて役立つ医療の
情報をお届けします。

乳癌遺伝子とは？

すず　き　　　   ゆき  まさ

遺伝子検査で分かること
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欧米の研究では、BRCA遺伝子（1、2のいずれか）に変異がある場合の乳がんの
発症リスクは、そうでない場合と比べ、50歳までで15～２５倍、７０歳までで8～12
倍になるというデータが。両乳房の発症や再発率が高いことも分かっている。
（データ：NEJM；357,2,:154-62,2007）

（表1）
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東京都清瀬市

ガーデニング

消化器科医長
伊藤　純一

ますが、検査をうけるかどうかは、患者さんの意思に
ゆだねられます。遺伝子検査が強制されることはあり
ません。検査をして、遺伝子変異が見つかった場合、
その患者さんの治療や検診はそうした遺伝的な体質を 
前提として行われます。また、患者さんの血縁者の方
でも、遺伝子検査を受けられるようになります。遺伝
子変異が伝わる確率は 50% で、遺伝子変異が見つか
らなければ、その方の乳癌リスクは一般の方と同程度
になります。もし、遺伝子変異がみつかった場合には、
25 歳ころより適切な乳癌検診を受けることにより、早
期に乳癌を発見することができます。また遺伝子検査
を受けなくても、検診を受けることが大切です。
　遺伝性の乳癌・卵巣癌について相談する遺伝カウン
セリングという仕組みもあります。そこでは、遺伝性

の病気や遺伝子検査、ご家族のことを相談することが
できます。もし、表２に示した項目に合致する場合は
ご相談ください。

新任医師紹介 　この度 10 月より東北中央病院消化器内科へ勤務させ
て頂くことになりました伊藤純一と申します。名前の
読み方が変わっていて「じゅんいつ」と読みます。以
前の職場で「先生、名前がなまっているね。」と言われ
ショックを受けた過去がありますが、東京生まれで京
都、東京育ち、大学から山形に来て既に人生の半分近
くを山形で過ごしています。山形大学医学部平成 5 年
卒業で大学時代はバドミントン部所属でした。こちら
に赴任して大学時代や山形大学附属病院でお世話に
なった先生方にお会いすることができてとても心強い
です。力不足な面が多々あると思いますが、早く仕事
を覚えて少しでも恩返しできるように精一杯頑張りた
いと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

氏　名

職　名

出身地

趣　味

い    とう　      じゅん いつ

乳癌と診断された年齢が若い

一人の患者さんが同時にまたは異なる時期に、二つ以上の原発性
乳癌を発症した場合（両側の乳房にて乳癌が認めた場合や、同じ
側の乳房内に明らかに別の複数の原発癌がある場合を含む）

一人の患者さんが、乳癌と同時にまたは異なる時期に、卵巣癌、
卵管癌、原発性腹膜癌のいずれかを発症している場合

乳癌患者さんの父方母方どちらか一方の家系の近縁の血縁者の中
に、乳癌と診断された人が二人以上いる場合、または、近縁の血
縁者の中に、乳癌と診断された人が一人しかいなくても、ほかに
卵管癌、卵巣癌、原発性腹膜癌のいずれかの患者さんがいる場合

乳癌患者さんが男性である場合

（表２）　遺伝性乳癌を考慮すべき状況

（2012年度版　乳癌診療ガイドラインより引用）

１）

２）

３）

４）

５）

火曜日（毎週）と金曜日（隔週）に
外来診療を行います。

栃木県小山市

サッカー、競馬

外科医長
染谷　崇徳 　はじめまして。10 月より東北中央病院外科で勤務さ

せていただくこととなりました染谷です。よろしくお
願いします。平成 19 年より、みやぎ県南中核病院で
初期研修、後期研修を計 3 年間行った後、東北大学胃
腸外科に大学院生として入局しました。現在大学院 4
年目で、まだ卒業見込みの身分ですが、研究生活を終
えて 3 年半ぶりの臨床ですので身が引き締まる思いで
す。不慣れな点も多々あり、ご迷惑をおかけすると思
いますが、これからよろしくお願い致します。

氏　名

職　名

出身地

趣　味

そめ    や　         そう   とく

毎週金曜日に外来診療を行います。
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　戦後、日本の社会福祉は、生活に困っている人たち
への経済面での援助を中心に展開され、その福祉専門
職として社会福祉主事が位置づけられてきました。時
代と共に高齢・障害・児童福祉の問題の複雑化、経済
的困窮者の増加、福祉ニーズの多様化が進むにつれ福
祉の専門職が求められるようになり、1987 年日本初
の福祉分野の国家資格「社会福祉士」がうまれました。

　社会福祉士は国家資格です。国家資格ではあります
が医師や弁護士のように「業務独占」の資格ではなく、
「名称独占」の資格です。「名称独占」とは、資格をも
たない人が「社会福祉士」という名称を勝手に使用し
てはならない、ということであって、社会福祉士資格
をもっていなければ法に規定する業務につけないとい
うことはありません。しかし、社会福祉士資格をもっ
ていることは、専門的知識・技術を持つ専門職者であ
ることを表しています。将来的には業務独占状態にな
ることも考えられます。
　現在、この資格は更新制ではありませんが、ほとん
どの人は日本社会福祉士会や各都道府県の社会福祉士
会、または医療ソーシャルワーカー協会等の職能団体
に所属しています。　そこで研修会や学会に参加し、
日常の業務に活かすべく自己研鑽に励んでいます。

　社会福祉士は、病院の医療ソーシャルワーカー、高
齢・障害・児童などの福祉施設の相談員、社会福祉協
議会の専門員、地域包括支援センターの社会福祉士等

の立場で職に就いており、活動の場は多岐にわたりま
す。当然ですが、医師や看護師のように直接患者さま
の肌に触れて治療や看護を施すことはできず、仕事の
内容は相談援助業務が主です。
　具体的には、相談者の相談に応じ、必要な助言、指導、
多くの関係機関・関係職種との連絡調整により、福祉
サービスの調整や抱える問題の解決への支援をしてい
ます。

　病院の医療ソーシャルワーカーでいえば、患者さま
が抱える経済的、環境的、医療的な諸問題に対し相談
者の立場に立ち、各自治体の福祉課や各医療機関など
の関係機関と密に連絡を取り合い、医師・看護師をは
じめとする病院内の多職種と連携し、問題解決に向け
た支援を行います。
　例えば、退院が決まったものの入院前と状況が変わ
り、自宅での生活が心配だという方やそのご家族から
ご相談をお受けすることがあります。安心して在宅生
活が送れるように、介護保険サービス等の福祉サービ
スの説明や紹介、退院後の福祉サービス担当者を病院
に招きカンファレンスを開催するなど、ケアマネー
ジャーや各サービス事業所との橋渡し役となり、患者
さまご家族さまが安心しスムーズに在宅生活へ移行で
きるよう支援しています。
　雑談の中から見えてきた課題に対し、支援を開始す
ることも少なくありません。今後の生活への悩みや不
安をお持ちの方、そうでない方も病院の中で見かけた
らご遠慮なくお声がけください。

（文：石山）

資格
紹介 [ 社会福祉士 ][ 社会福祉士 ]

社会福祉士ができたわけ

社会福祉士とは？

社会福祉士の仕事

病院では、様々な資格を持った人が活躍しています。
その資格や人物にスポットライトを当てるコーナーです。

社会福祉士・石山慎治

データを確認し、うまく患者さんの相談に応えられるようにしています。
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採血後の試験管を機械にかけて遠心すると、「血清」
と呼ばれる黄色調の部分と血餅（けっぺい）に分
離されます。
血餅は凝固されたものですが、血清は液体成分で
す。
血清に溶けている物質を自動分析装置で測定する
ことが、生化学検査となります。

　皆さんは体の不調を訴えて病院へ来られた際、採
血や検尿さらには心電図などの検査を受けられた経
験はあるでしょうか？簡単に言うと、臨床検査とは
そういった患者さんの病気の診断や治療に役立てる
検査のことを言います。
　臨床検査は、それらの特徴から、「検体検査」と「生
理（機能）検査」に分けることができます。

　「検体検査」は血液や尿、便、喀痰などの検体に
含まれる物質や細胞の分析を行います。検体検査の
種類として生化学検査、血液検査、一般検査、輸血
検査、細菌検査、病理検査などがあります。
　「生理（機能）検査」には、心電図検査、超音波検査、
肺機能検査などがあります。
　ここでは一番身近な検査と思われる『生化学検査
の 1日』をご紹介します。

　まず、生化学検査とはどんな検査でしょうか？
　「血清」に含まれる蛋白質・糖・酵素などの量を
測定する検査のことを言います。
　生化学検査では主に血液の「血清」と言われる部
分を用いて検査します。
　次に、「血清」とはどういうものでしょう？

　体に異常がある場合には、蛋白質・糖・酵素など
の成分が範囲を超えて増減します。そのため、その
成分を検査（生化学検査）することは病気の診断や
治療に欠かせないのです。
　血清には、非常にたくさんの成分が含まれている
ため、その分野別に調べるのが普通です。
　例えば…

・肝機能検査…AST,ALT,γ-GTP など
・腎機能検査…BUN, クレアチニンなど
・脂質の検査…コレステロール，中性脂肪など
・糖尿病の検査…血糖など、　が挙げられます。

　採血室の奥にある「機械とコンピュータだらけの
部屋」が検査室です。ここで一番大きな機械が生化
学検査の分析装置になります。短時間で非常に多く
の検査をすることができます。

遠心分離

採血した血液

血清血清

血餅
(けっぺい )
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この朝一番の仕事が非常に重要で、ここを適当に
してしまったら、その日の生化学検査の結果はす
べて信用できなくなります。

生化学検査では機械が「相棒」です。働き者の「相棒」が調子悪くならないように愛
情をもってメンテナンスすることが大切です。時間がかかる場合もありますので、検
査の依頼が来ない業務終了間際に行います。

終わりに。。。
　生化学検査のことを少しでもお分かりいただけま
したでしょうか？生化学検査は病気の診断や治療を
行うには不可欠な検査であり、医師や看護師と同様
に、常に患者さんの命をお預かりしているという気
持ちで日夜仕事に取り組んでいます。

　検査結果については医師からご説明いたします
が、検査について何か気になることや疑問がござい
ましたら、採血室の臨床検査技師までお気軽にご相
談ください。　　　　　　　　　　　　（文：菊地）

時  間 項　目 内　容

始業時間前

入院・外来患者さんの検査
企業検診・ドック検査

コントロールの測定

試験管作製

外注検査の依頼

機械のメンテナンス

検査報告書

機械のメンテナンスから１日が始まります。
実際には血清や試薬などを混ぜて反応させるセルの洗浄、
不足している試薬の追加などを行います。

濃度のわかっている試薬を測定し、結果に問題がないかを
確認します。

●血液を遠心し、血清の状態を確認→分析装置で分析→結果の確認
　→問題なければ診察室へ送信します。
●診察前検査に対応できるように正確・迅速に検査！

●肝機能を示す数値全てが悪いのか。
●分析装置の反応に問題はないのか。

●過去のデータとの推移はどうか。
●検体の取り間違えはないか。

病院内で検査できない項目を検査センターなどに依頼します。

検査データを報告書として紙に印刷し、カルテへ

朝と同様に機械の洗浄などを行います。

翌日の病棟分の試験管を作製し、各病棟に配布します。

そんな生化学検査の一日は。。。

8:30 ～
（業務終了まで）

14：00～

15：00～

随　時

17：00

結果の確認は全データを目視でチェックします。
…生化学検査は検査項目数が非常に多く、1日中データチェックすることになります。

<どんなことを考えながら確認しているか？>　
例えば、肝機能検査が異常となったら…

などを考え、場合によっては再検査を行ったり、主治医への連絡や追加検査の提案なども行います。

検査技師が試験管を準備することにより採血管の選択ミスが防げたり、看護師の負担軽減にも
繋がり、検査を円滑に行うために必要です。

機械のメンテナンス
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　平成25年４月１日から東北中央病院にお世話になっている
耳鼻咽喉科の稲村和俊と申します。今回は「私の趣味」につ
いて紹介させていただきます。
　現在の趣味は、簡単に言えば「クルマ」です。具体的に言え
ば、貴重な文化財として残しておかなければならないと自分
勝手に決めたクルマを、誰よりも早くお安く発掘し、本来の姿
にレストアすることです。私のジャンルは、ラリーやレースで活
躍した国産車です。博物館にあるようなクラシックカーや外国
車は高価で手が出せません。通称「ハチマル」と言われる
１９８０（昭和５５年）～１９９０年（平成２年）のお手頃なクルマにな
ります。この頃のクルマは、バブル期でいろんなデバイスが
次々開発された時代です。４バルブツインカム、ターボチャー
ジャー、スーパーチャージャー、フルタイム４ＷＤ、４ＷＳ（４輪操
舵）、クルーズコントロール、エアサスペンション、ＡＢＳ（アンチ
ロックブレーキシステム）等 の々新技術が新型車に投入されま
した。私が初めて手掛けたクルマは、１９８２年製（昭和５７年）の
トヨタセリカＧＴ－ＴＳ（ＴＡ６４）というクルマです。イニシャルＤの
漫画に登場するハチロク（ＡＥ８６）は超有名ですが、型式ＴＡ６４
からロクヨンと呼ばれています。このＴＡ６４は、世界ラリー選手
権（ＷＲＣ）グループＢベース車両として、世界限定２００台で販
売されました。ＷＲＣサファリラリーにおいて１９８４（昭和５９年）～
１９８６年（昭和６１年）に渡って３連勝しました。グループＢラリー
において唯一活躍した国産車です。発売当時から中古車市
場に出ることは稀で、なかなかお目にかかることはできません。
ネットや中古車雑誌など丹念に検索し続けて、１９９９年（平成１
１年）２月にやっとお手頃な物件を見つけ、埼玉の中古車屋さ
んからお安く購入しました。自分で名義変更を終えて自分所
有のクルマになりますが、ここからが大変な道程になりました。
新しいクルマであれば、部品をオーダーすれば直ぐ手に入り
ますが、販売終了後１０年以上経過すると、徐 に々欠品部品が
出できます。部品の値段も徐 に々上がります。部品が出ても部
品番号の統合などで代替え共通部品になっていることもあり
ます。購入時１７年落ちの中古車ですので、ボンネット、トラン
ク、ドア、下回り、マフラー、ヘッドライト等至る所に　が発生し
ていました。メーター照明、ラジオの照明も点灯しません。フロ
ントシートは、他のグレードのシートに変更されておりました。こ
の年代の鋼板は、　に弱く早期に対処しないと朽ち果ててし
まいます。購入後すぐに、ディーラーに板金、塗装、部品の発
注を依頼しました。当時でも欠品部品が多く、部品収集にもか

なりの時間を要しました。ステッカー、エンブレム類は欠品して
おり、レプリカ作成を依頼して装着したものもあります。オーク
ションなどネットでも部品調達しました。新品部品オーダー可
能な部品は、可能な限り発注し、オリジナルにレストアできるよ
うに努力しました。最後まで部品調達できなかったのが、フロ
ントのシートです。ラリー用に作製・販売された車両のため、フ
ロントシートは交換前提で廉価版のビニールレザーシートでし
た。耐久性が無く、オリジナルシートは破損などで破棄される
ケースが多く、残存するフロントシートは皆無でした。２００９年
（平成２１年）に、同型車両を保有している山形大学の後輩と
偶然知り合い、送料だけでフロントシート（助手席のみ）とオリ
ジナルマフラーを譲って頂きました。ドライバーシートは未だに
入手できませんので、デザインが似ている他グレードのシート
（ＧＴラリー用）で代用しています。機能上不可欠な部品は、上
級グレードのセリカＸＸの部品を流用しました。ボディーの欠損
部分は、グラスファイバーなどを用いて補修しました。ボディー
はオリジナルのホワイトにて全塗装しました。車両購入金額、
板金塗装代、部品代あわせて、新車の軽自動車くらいの値段
でした。この金額が高いか安いかは、いろいろ意見があると思
いますが個人的には非常に満足しています。後輩の同型車
両は、私の３倍の金額を費やしフルレストアしたそうです。クル
マを通じて日本中にクルマ仲間ができました。北は北海道、南
は九州までネットワークが広がりました。ディーラーで対応不
能な事も、ネットを通じて解決方法が見つかることもあります。
インターネットが無ければ古い車の維持は非常に困難である
と思います。これからどうなるかはわかりませんが、体力・知
力・気力の続く限り、好きなクルマとお付き合いし、維持してい
きたいと思っております。維持困難になった場合は、トヨタ博
物館に寄贈したいと妄想しております。

リレー
エッセ

イ　＃
2

私の趣味 耳鼻咽喉科部長

稲村和俊
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　高齢者の物忘れは、老化による記憶力低下であり、
病気ではありません。一方、認知症は病気であり、早
期に適切な治療を始めないと症状が更に進んでしまい
ます。認知症を引き起こす疾患として最も多いのが、
アルツハイマー病です。次いで脳血管性認知症、レビー
小体型認知症が続きます。
　アルツハイマー病は、発症の年齢によって、64 歳ま
でに発症する「早発性アルツハイマー病」と 65 歳以
上に発症する「晩発性アルツハイマー病」に分けられ
ます。早期アルツハイマー型認知症（以下、早期 AD）
の診断は難しく､症状によって診断に差が出たりする
ことがあります｡早期 AD では、早期に海馬傍回（記
憶に関わる部位）が萎縮することがわかっています｡
　今回ご紹介する VSRAD（早期アルツハイマー型認
知症診断支援システム）は、早期 AD に特徴的に見ら
れる海馬傍回付近の萎縮を解析し、評価するシステム
です。VSRAD では MRI 画像を利用し､この小さな海
馬傍回の体積の萎縮度を正常脳と比較して数値で評価
します｡この数値を Z スコアで表し､この数値が 2.0 を
超えると 9 割以上の確率で AD の疑いがあることがわ
かっています｡
　実際の検査は、脳の MRI 検査の時に VSRAD に必
要な撮影を追加し（約 5 分程度）、海馬傍回付近の萎

縮を健常者と比較して評価します。比較する健常者の
データが 50 歳以上ですので、　50 歳以上の方が対象と
なります。
　AD の症状の進行を抑える薬の投薬は､AD の早期で
あればあるほど､その効果が期待できます｡VSRAD を
使って臨床上疑わしい症例を早期から診断していくこ
とによって､患者さん本人はもとよりその家族のため
にも大きな利益をもたらすと思われます｡

（文：佐々木）

脳ドッ
ク受付

中です
！

MRI（VSRAD）による
　　 アルツハイマー型認知症の評価

　上記の数字は平成 24 年度の当院での手術件
数 (※手術室で施行したもの )です。
　手術内容としては、整形外科 ( 頚椎、胸椎、
腰椎、膝、肩、骨折など )、外科 ( 胃、腸、乳房、
甲状腺、痔など )、眼科 ( 白内障、斜視、翼状
片など )があります。

　当院での手術は、他病院やクリニックの医師
の協力のもと手術が行われる場合もあります。
（※）手術室以外で行う手術には、消化器内科
のＥＳＤ（内視鏡を使用した大腸腫瘍の治療）
や循環器科の心臓カテーテル、下肢血管へのカ
テーテル治療などがあります。

　身体のことで心配事がありましたら、一度、
当院を受診してみてはいかがですか？自分自身
のため、家族のためにも早期発見・早期治療を
行いましょう。

数字でみる東北中央病院

このコーナーでは、「数字」を通して東北中央病院を紹介しています。

１３４９



　ゲリラ豪雨に始まり、断水、甲子
園での日大山形旋風…色々な形で
山形が注目された夏になりました。
　季節も秋に移り、食欲の秋、ス
ポーツの秋、読書の秋…皆さんは、
どんな秋を満喫しますか？（K）

〒990-8510 山形市和合町 3-2-5
TEL 023－623－5111  FAX 023－622－1494

■発行責任者／田中靖久　■編集／広報委員会

ご利用の携帯端末によっては、
アクセスできない場合があります。

www.tohoku-ctr-hsp.com
E-mail:jimu@tohoku-ctr-hsp.com

公立学校共済組合 東北中央病院 東北中央病院
ホームページへ

GO！
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外来待合室の中庭隣に、新しく入退院支援室が

出来ました。お困りのことがございましたら、

ご相談ください。ソーシャルワーカーが対応さ

せていただきます。

今年もうちわ作りが、外来、各病棟で行われま

した。うちわのキャンバスを、和紙や千代紙を

使って、思い思いの「風鈴」で彩りました。オ

リジナルのうちわを手にした方々からは、「楽

しかった」という言葉が聞こえてきました。

季節の催し

入退院支援室

東北中央病院/歳時アルバム

専門外来のご紹介
名　　　　称 曜　日 時　　間 予約制 担当医

脊椎外来

膝関節外来

肩・肘　スポーツ障害外来

乳腺外来

肛門外来

そけいヘルニア（脱腸）外来

睡眠時無呼吸外来

腎臓・リウマチ膠原病外来

肝臓外来

毎週月曜日

毎週木曜日

第1・3・5水曜日

第2・4水曜日

毎週月・金曜日

毎週木曜日

毎週木曜日

毎週木曜日

隔週木曜日

第1金曜日

毎週火曜日

14：00～　　　　

14：00～ 16：00

9：00～ 11：30

13：30～ 15：00

9：00～ 11：30

13：30～ 15：00

8：30～ 11：30

8：30～ 11：30

14：30～ 16：30

9：00～ 11：30

14：00～ 15：30

予約制あり

完全予約制

完全予約制

な　し

な　し

な　し

な　し

な　し

な　し

予約制あり

田中靖久

上村雅之

田中　稔

齋藤善広

鈴木幸正

設樂英樹

設樂英樹

大竹和久

今田恒夫

渡辺久剛
＊都合により、休診となる場合もあります。

9：00～ 11：30
13：30～ 16：00

9：00～ 11：30
13：30～ 17：00




