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新潟市 胃内視鏡検診研究
ニュースレター

創刊号

「チューリップ通信」は新潟市の胃内視鏡検診の研究に
ご協力いただいている方にお送りしているニュースレター
です。

胃内視鏡検診の研究開始

見出し

新潟市において、
「胃内視鏡検診」の効果を科学的に証明
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葉区の住民の方に、研究検診のリーフレットをお送りして

する研究を開始しました。今年度満 61 歳になり、一定の
います。

います。2012 年 9 月 7 日現在、4 区の参加者は 335 人で、
中央区の参加者が最も多くなっています（図 1）
。今後は、
他の区にも順次ご案内していく予定です。
お近くの方で、研究検診の参加をお考えの方がいらっし
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ゃいましたら、ぜひお声かけください。
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がん検診関連イベント情報
第 29 回 がん征圧新潟県大会
日

時

9 月 21 日（金）
13:00～16:00

会

場

新潟県民会館 大ホール
新潟市中央区一番堀通町 3-13

毎年 9 月はがん征圧月間です。胃内視鏡検診
研究を紹介する講演やパネル展示があります。
また、ミニコンサートもお楽しみいただけます。
申込不要、入場無料です。

お問い合わせ
公益財団法人 新潟県健康づくり財団
TEL：025-224-6161

内

容

 式典
 DVD 映写 「がんちゃんの冒険」
 特別講演
「早期胃がんに対する最近の内視鏡診療と
がん検診」
講師

新潟大学医歯学総合病院
光学医療診療部
准教授

小林 正明

先生

 ミニコンサート
※ 12:00 から生活習慣病予防健康相談、
パネル展示等も行います。
県民会館に隣接する白山公園駐車場は
「有料」となっております。

ピンクリボンホリデー2012
プログラム
日

時

10 月 8 日（月・祝日）
10:30～16:00（開場 10:00）

 第 1 部：
『with ～知る・考える・学ぶ～』
 第 2 部：リレー講座
『もっと知ってほしい

会

場

朱鷺メッセ

マンモグラフィ検診のこと』

新潟コンベンションセンター 2F

 第 3 部：クリス松村 トークショー

新潟市中央区万代島 6-1

 新潟県女性特有のがん対策推進事業
新潟市広域乳がんマンモグラフィ検診

乳がん検診の講演や、タレントのクリス松村
さんのトークショーなどが開催されます（事前
申込は不要です。入場無料）。
また、乳がんマンモグラフィ検診も受けられ

お問い合わせ
新潟はっぴー乳ライフ事務局（担当：中川）
新潟市中央区川岸町 2-15-3
（新潟県立がんセンター研究資料室）

ます［予約不要。先着順に受け付け、定員（160

TEL：025-266-6536（直通）

名）になり次第受付終了］。

FAX：025-266-6567
http://www.pinkribbon-niigata.jp
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第 15 回 新潟市民健康福祉まつり


日

時

公演
アニソン歌手

10 月 14 日（日）

石田燿子、えのもとくみこ

ジャズ

ライブ、アルビレックスチア、新潟青陵高校

10:00～15:00

ダンス部
 ステージイベント

会

場

万代シテイパーク（バスセンター2F）
ラブラ万代脇～万代シルバーホテル前、
ガルベストン通りの一部（市道）

万代太鼓（豊龍会）、エンジェルスター、他


福祉手作りバザール、一坪ショップコーナ

新潟市中央区万代 1-6-1

お問い合わせ

催し物
ー、地域福祉コーナー、健康ひろば、新潟
市 1 日赤十字デー

 スタンプラリー

新潟市社会福祉協議会 経営管理課 企画広報係
TEL：025-248-6562
FAX：025-248-7173

新潟市医師会の企画ブースでは、胃内視鏡検
診研究を紹介するパネル展示があります。

E-mail：kikakukouhou@syakyo-niigatacity.or.jp

また、聴力検査など耳鼻科の検査が無料で受
けられます。

市民公開講座「女性の命と未来の命」日本臨床細胞学会
日

時

11 月 11 日（日）
講演会 13:00～16:00
子宮頸がん検診 11:00～15:30

会

場

 講演会
基調講演 13:00～14:30
1.

「子供たちとあなたの未来のために
‐きちんと正しい子宮頸がん予防、
あなたは大丈夫？‐」

朱鷺メッセ

講師 自治医科大学附属

新潟コンベンションセンター 2F

さいたま医療センター産婦人科

新潟市中央区万代島 6-1
日本臨床細胞学会が「子宮頸がんの予防 ワク
チンと検診」について市民公開講座を開催しま
す（入場無料）
。
当日は、子宮頸がん検診も実施しています（受
診には、新潟県ホームページからのインターネ
ット予約が必要です）
。

胃内視鏡検診研究事務局

教授
2.

今野 良

先生

「子宮頸がんワクチン接種の決断」
講師

新潟県魚沼市長

大平 悦子

氏

パネルディスカッション 14:40～16:00
「どうしてワクチンを接種するの？
なぜ、検診を受けるの？」
 検診

11:00～15:30

新潟市広域子宮頸がん検診（予約制; 定員 100 名）
３
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研究サポーター募集
今年度の研究検診への参加者数は 1,000 人を

「研究サポーター」の方には、お知り合いで今

目標にしています。まだまだ多くの方のご協力

年度満 61 歳になる方をご紹介くださいますよう

が必要です。

お願いします。ご紹介いただいた方について、研

そこで、研究検診への参加者をさらに増やし

究事務局で研究対象の条件にあうかどうかを確

ていくため「研究サポーター」を募集していま

認したうえで、ご案内をさせていただきます。ご

す。研究にご協力いただいている皆さまから、

紹介いただく方は何人でも結構です。

多くの方々にお声かけいただき、研究協力の輪
を広げていきます。

また、
「研究サポーター」の方には、研究検診
参加者リクルートのためのご意見をうかがうな

「研究サポーター」に興味がある、ご協力い

ど、事業への参加をお願いする場合があります。

ただける方は、胃内視鏡検診研究事務局までご

「研究サポーター」としてご登録いただいた方

連絡ください（連絡先は 1 ページをご覧くださ

には、このニュースレターをお送りします。

い）
。
「研究サポーター」としてご登録いただい
た方には、図書券（500 円）を進呈します。

ホームページができました
胃内視鏡検診研究のホームページを開設しました。

http://www.esgcr.jp/
研究の内容や Q&A を公開していますので、ぜひ一度ご覧
ください。
「チューリップ通信」も PDF ファイルで公開の
予定です。
また、研究検診の説明会の日程を随時公開しています。
研究や検診についてのご意見・お問い合わせはメール
（kenshin@esgcr.jp）でも受け付けています。

お知らせ
「チューリップ通信」は新潟市の胃内視鏡検診の研究に
ご協力いただいている方にお送りしているニュースレター
です。年 2～3 回の発行を予定しています（不定期）
。
研究検診への参加状況や健康関連イベント、健康に関す
る情報を提供します。
「こんな情報が知りたい」などご要望がありましたら、
ご意見をお寄せください。
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胃内視鏡検診研究事務局

