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あなたにとって、

大切なもの。
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坂本佳一 



 



昭和５２年の夏、甲子園。第５９回大会決勝。最高気温３１．
４度。その日のことを、
今も鮮やかに脳裏に呼び戻すことのできる人は多いはずだ。延長１０回、大会史
上初の決勝サヨナラ本塁打を浴び、惜しくもマウンドを降りた、その時１５歳の
少年。坂本佳一。今、名古屋市内で、日本鋼管株式会社の営業マンとして、公私
共に多忙な日々を送る。昭和３６年生まれ。

坂本佳一、
「自分」
。
15歳の時の、
あの甲子園での一カ月。それは、僕にとってまさに夢
の中のできごとだったように思う。ただ、
その一カ月が終わってから
の数年間、
その長い時間の方が今の僕にとっては大切な時間だっ
た。
期待されながら、僕の力量不足もあって思うような成績を残せなか
った。一から下積みを経験しなおした。先輩のユニフォームを洗っ
たり、
グランド整備を黙々とこなしたり。あるいはベンチにも入れず、
スタンドからグランドの選手を応援する無念さ。そういう時間が、僕
に与えてくれたものがある。
自分一人では生きてはいけないということ、
そして人を思いやる気
持ち。それが僕の今を支えている。
今、結婚して、一児の父となった。妻がいて、息子がいる。この家
族があって、僕の日々の暮らしが成り立っている。一人ではない。
一人では、生きていけない。
一つ、将来やってみたいことがある。息子が成人したら、一緒に男
の遊びをやってみたい。たとえばだが、｢母さんには内緒だぞ｣なん
ていいながら、女性を奪い合う、
とか。息子が18歳の時に、僕は56
歳になるわけだから、
これは相当頑張らなければならない。息子に
負けないくらい、元気でなければならない。また、せっかく出会った
妻とも、やはりいつまでも永く寄り添いたい。そんな理想に、
日々近
づいていくためにも、大切なのは「自分」なのだと思う。家族を大
切にするのと同じくらい、自分が健康に生き続けることを大切にし
たい。
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あなたにとって、

大切なもの。
2

伊藤裕子 





３０歳を過ぎて一念発起、税理士をめざす。会計事務所に勤めながら、夜や休日
を勉強の時間に当てた。平成３年登録、税理士になって、伊藤裕子税理士事務
所を開業し、今ちょうど１０年。
将来は、年老いた友人たちを集めて、託老所をつくり、鶏を放し飼いにする。週
末をそこで過ごし、月曜日は、産みたての新鮮な卵を町で売る卵子売りの老女
になる、のが彼女の、数多い夢の一つ。ベビーブーマー。

伊藤裕子、
「豊かな人生」
。
私自身はさほど思わないんですけど、
どうも私は「働き盛り」で、
し
かも「完全主義者」。さらに、
「税理士」という職業がピッタリの人、
らしい（笑）。
お金というのは、やはりすべてのことに関わってきますから、お客様
の生活から会社のことまで、
とにかくなんでも、お客様のご相談に
応えたいと思うんです。しかも、
こういう仕事って、お客様のお財布
の中身まで調べるような仕事ですから、お客様との信頼関係が不
可欠です。そのためにも、自分を磨く必要があります。税法は毎年
改正されますから、研究会や勉強会に所属して、つねに新しい情
報をキャッチし、幅広い教養を身につけるようにしています。それで
はじめて、お客様との信頼関係を築くことができると思うんです。
とにかく、お客様も、仲間たちも、仕事も、勉強も、大切なものはた
くさんあります。仕事している時も、お客様や仲間たちと過ごす時
間も、私はすべて楽しもうと思ってるんです。それぞれに最善を尽
くすため、努力を重ねるせいか、時には疲れもします。だからこそ、
何もしないで過ごす自分一人の時間は、大切だと思います。
私、10年前に会社をつくりました。まだ、夢半ばですが、
たとえば健
康関連の情報を提供する冊子をつくったり、みんなと一緒に楽し
いことをしたい、
というのが、
この会社の設立の主旨（笑）です。
ライフデザイン株式会社っていう名前なんですよ。みんなの幸せ
なくして、幸せはない。みんなで楽しく豊かな人生をデザインしてい
こう。そのためにも、健康であることは、私の「幸せ」の絶対条件な
のだと思います。
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あなたにとって、

大切なもの。

織田章裕 



3



人材に関してトータルなサービスを提供する株式会社新東海リクルート企画
の取締役として、
１日に７〜８回の会議をこなす。分刻みのスケジュールである。
が、不思議とストレスはたまらない、という。非常にワガママな性格が、幸いし
ているのだとか。つまり、人に言われてやるのではなくて、何よりも「どうした
いか」
「何をしたいか」ということを真っ先に考えるのが、織田主義。昭和３６年

織田章裕、
「未来」
。
父は、会社を起こして順調に発展させていたのだが、ある日、突然
脳卒中で倒れて、3カ月後に死んだ。そしてその3カ月後、父の会社
は倒産した。私が高校一年の時だった。
今、一日一日が非常に充実していて、貴重だと感じている。それだ
けに、父のように夢半ばにして倒れることだけは避けたい。だから、
大切にしているのは、一つは夜7時以降は仕事をしない、
というポ
リシー。私の「こうありたい」という願望を実現するためのスピード
を、少しでも上げていくために、自分の生産性を最大限に発揮でき
るようにしておくことが必要だ。朝、8時半から頭をフル回転させて
いると、夕方には、確実にその回転が落ちてくる。睡眠不足も私に
は大敵だ。だから、夜は７時に仕事を終える、
これは、絶対に譲れな
い一線である。
もう一つは、体力、筋力の維持。ジャンボ尾崎は、
こんなことを言っ
ている。
「自分は、40歳になっても50歳になっても、最前線の現役
と戦い続けたい」と。彼が、
それを言えるのも、やはり30代の体力
と筋力をキープしているからだろう。
私が50歳になっても、今と変わることのない夢をもち続け、
それを
実現できるエネルギーを持ち続けたい。
今はまだ、私はインプットの時代にいる。アウトプットできるようにな
るまで、
まだ4〜5年かかるだろう。さらに、私という人間が生きた証
を残すまで、20年や30年では足りない。社会に私の生きた足跡を
残す日まで、私は生き続ける。
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◆

あなたの大切なものを守るために、
あなたがしなければならないことがあります。
それはあなたの健康を、
あなた自身の責任において守り続けること、
そして健康に生き続けること。それ以外の方法は、
ありません。
◆

とはいえ、健康を、
さらには生命を脅かすさまざまなリスクがあります。
例えば、癌。
もちろん、責任あるお立場のあなたなら、
健康診断をお受けになったり、
また、生命保険やガン保険などによって、
万一の場合のプロテクトをお考えのはずです。
しかし、
あなたが受けている健康診断は、
癌を本当に早期発見できる精度の高い検査でしょうか？
一方、万一のための保険は、残念ながら、
癌が発病してしまってからの、
対応策に過ぎないのではないでしょうか？
1981年以来、癌は、
日本人の死亡原因の第１位を締め続けており、
患者数は50万を超え、その死亡者数は年間28万人を数えています。
さらに2015年には、患者数89万人、
死亡者数は45万人に及ぶと推測されています。
いつ、
あなたが癌の病魔に侵されても、

守り続ける
ことは、

生き続ける
ことです。

まったく不思議ではない状況なのです。
◆

私たちは、大切なものを守り続けるためには、
あなたが生き続けることだと考えます。
そして、今、
スタートさせる
「会員制ライフプロテクト・システム『セレブ』」は、
まさにそのコンセプトに基づいた健康診断システムです。
あなたが「生き続ける」ことを確実にプロテクトする、
生命のリスクマネジメントとして、
あなたにご紹介します。
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生き続ける
ための健康診断システム
『セレブ』

『セレブ』が利用するPET検査は、
わずか5mm程度の癌も発見できます。

癌の恐怖から、
あなたを守る。

Part

1

PET検査なら、極微少な癌も位置に関係なく早期発見することが可能です。

「見つける」

CT画像

ＰＥＴ画像

謝が活発なため、多くのブドウ糖を必要と
します。この癌の特性を利用し、体内にブド

現代医学は、
めざましい進化を続けています。

ウ糖類似薬剤を投与することで、癌を発見

新しい診断技術、新しい治療法などが誕生し、

するのがPET検査です。
従来の人間ドック等で採用されていたCT

一昔前には不治の病とされていたいくつかの疾患において、
今では、恐怖感の薄れたものもあります。

癌は増殖が激しく、正常細胞に比べて糖代

検査やMRI検査だけでは、病変の形態を画
ＰＥＴ画像ではCT画像より明瞭に、腎部の癌がはっきりと確認できる
ことがおわかりいただけます。

癌も、
そのなかのひとつといわれています。
ＰＥＴ画像

確かに以前よりは、治癒率が向上したケースはあります。

像化することしかできないため、癌が小さ
かったり、またその位置によっては確認す
ることができません。これに対し、PET検
査なら糖代謝などの生体機能を測定する
ことができますから、癌細胞が微小な段階

しかし、それは早期発見ができてこそのお話。

でも、そしてどこに発生していても、確認す

早期に見つけることができなければ、

ることができるのです。

やはり不治の病であることに変わりはありません。
肺がん

膵臓がん

乳がん

乳がん（腋下リンパ節までの拡がり）

少しでも早く見つけることが、何より大切なのです。
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生き続ける
ための健康診断システム
『セレブ』

『セレブ』のPET健診を定期的に受ければ、
あなたの健康は確実にプロテクトされます。

癌の恐怖から、
あなたを守る。

Part

2

PET健診は、年一回程度、定期的に受けていただくことが大切です。

「監視する」

一回の検査で癌が発見されなくても、数年
従来の検査では
1cm程度の大きさに
なるまで発見が困難。

癌は多くの場合、体内で1cmの大きさになるまでに

という可能性は大いにあります。長年にわ
たって検査をしないままに放っておくと、

PET検査では5mm程度
の微細な癌も発見可能。

10年から20年と、大変長い年月がかかります。

後には癌がひそかに発生し、進行している

癌が増殖を始めてしまう危険性もあります。
年一回程度、PET検査を利用する『セレブ』

しかし、
１cmくらいの大きさになると、

急激に
増大・増殖

急激なスピードで増殖を始めます。この段階になると、

のPET健診を受ければ、仮に癌が発生して
も一定の大きさになる前に、ほとんどの場合、
発見できます。

もはや手遅れと言う場合も少なくありません。

PET健診を、年一回程度定期的に受けるこ

治癒率も大きく低下します。
従って、1cmの大きさになるまでに見つける。
そしてそのためには、定期的に監視し続ける。
これが大切なのです。そうすれば、早期治療を速やかに
行うことができ、完治へと結びつけます。

1cm

とが必要なのは、このためです。また、癌だ

5mm

けでなく、心臓病やアルツハイマーなど、

0.1mm

さまざまな疾病の早期発見も可能となります。

およそ10年〜20年（長い年月をかけて成長）

1年〜5年（急激に成長）

増殖を始める前の
早期発見により、完治が可能。

急激な増殖により
治癒率が大きく低下。

PET検査を利用すれば、癌が急激な増大を始める前でも、
発見可能なことがおわかりいただけます。

年一回のPET健診を、
リーズナブルな価格
で受けることができる『セレブ』にご入会
されることで、癌の恐怖から一日も早く解
放されて、安心してビジネスや生活に、取り
組んでいただくことができるものと確信し
ます。
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生き続ける
ための健康診断システム
『セレブ』

『セレブ』は、仮に癌が発見されても、
万全のサポート体制を採っています。

癌の恐怖から、
あなたを守る。

Part

3

名古屋共立病院が、確定診断・治療を完璧にサポートします。

「速やかに治療する」

名古屋共立病院は、
「高機能重装備地域密
着型病院」という独自のコンセプトのもと、
会員

PET健診によって、
もし仮に癌が発見された場合、
速やかな確定診断、治療が必要です。
『セレブ』の運営母体である『名古屋放射線診断クリニック』では、
そのための強力な後方支援病院として、

先進の医療技術、設備による診断ときめ細
かな治療を両立させています。平成１０年には、

PETによる
年1回の定期健診

財団法人日本医療機能評価機構による「病
加入・年会費

院機能評価」を受審。名古屋圏では初めて、
優良な病院であるとの評価を得ました。

「PET健康診断」
会員制ライフ・プロテクトシステム

平成12年９月に開設された「循環器センター」

セレブ

では、心臓カテーテルを中心として、心臓

名古屋共立病院と緊密な連携体制をとっています。

疾患に対する診断・治療を全面的にバック

ここでは、専門医による的確な確定診断を迅速に実施し、

名古屋放射線診断クリニック

アップ。癌だけでなく、心臓疾患や脳疾患
にも威力を発揮するPET健診と組み合わ

もちろん治療も速やかにスタート。
仮に癌が発見されたとしても、超早期段階での最適治療が
可能ですから、
ほぼ100％に近い治癒率を
上げることができます。

先進医療技術
による後方支援

確定診断・治療

せることで、さらに精度の高い診断や治療
が可能になります。また、愛知県ガンセン

ガン専門病院
（愛知県ガン
センター等々）

名古屋
共立病院

大学病院

ターや地域の大学病院、中核病院など、高

地域中核
病院

度な専門医療分野との連携も進めており、
あなたの満足の行く診断、治療をさまざま
な形で実現します。
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生き続ける
ための健康診断システム
『セレブ』


c o m m e n t ●

多くの人々の健康づくりを通じて、わが国の未来を明るく健やかに。
私もすでに50歳を超え、
また4000人を超える社員の生活・生

の社員をはじめ、健康を願うすべての人々にとって、喜ばし

命に責任を持つべき立場の人間として、人一倍、健康には

い事実です。

留意しております。とりわけ、我が国の三大生活習慣病とい

多くの人々が『セレブ』を利用することにより、生命を脅かす

われる「癌」
「心臓病」
「脳」については、
いまだ現代医学を

病気の恐怖から解放され、健やかな生活を送ることができる。

もってしても克服することは困難な場合も多く、それだけに

それはまさに私たちアコムの企業理念である 楽しく豊かな

日ごろの適切な健康管理に基づく予防が大切であることは、

パーソナルライフの実現と生活文化の向上 の大前提であ

良く承知いたしております。

ります。

こうしたなかで、
とりわけ癌において、
これまでの常識を超え

私たちは金融サービス事業を通じて、21世紀社会に貢献し

た超早期発見が可能とされるPET検査を利用した健診が、

てまいります。名古屋放射線診断クリニックにおかれましても、

『セレブ』で実現することは、私たちの今までの健康管理の
アコム株式会社

木下

PET健診が中部経済界
に与えるインパクトは
はかりしれません。

代表取締役

あり方に、大きな、
また素晴らしい福音をもたらすものと期待

盛好

しております。家族のために、
また社会のために働く我が社

c o m m e n t ●

株式会社竹中工務店 常務取締役

池山

壯一郎

!
c o m m e n t ●

『セレブ』を通じて、21世紀の健康社会に貢献していただけ
ること願ってやみません。

従来の発想を覆した、生命を守るための新しい設計思想に拍手を。
私の周囲を見回しますと、癌などの不治の病により、働き盛

感を持つことができるのです。まさにこれまでの発想を大きく

りの壮年期に病魔に襲われ、経営の志、夢の実現半ばにし

覆した、新しい設計思想だと思われます。

て倒れた方も少なくありません。もちろん、私にとっても決し

私たちの会社は、人間の幸を求めて、
より良い空間、
より良

て他人事ではなく、
自らの人生設計、
また会社の将来設計に

い環境、
より良い建築を創造することによって社会貢献して

思いを巡らすとき、
自らの健康を守ることについて、個人の

いくことを使命としております。大きな意味での新時代の設

範囲を超えた責任を強く感じます。

計思想のもと、想像的空間の建設に努力を重ねて参りたい

その意味で『セレブ』の誕生は、私に大きなインパクトをもた

と思っています。

らしてくれました。と申しますのも、誰でも「もしも自分が…」

『セレブ』におかれましても、中部圏経済界を担う多くの方々

ということは考えます。特に癌という死と同義語の印象を持

に利用され、健診システムの新しい時代を拓くものとして、広

つ病気には、
ただただ恐ろしさを抱くだけでしたが、超早期

く社会に貢献されますことを、心から祈っております。

発見による早期治療を可能にする「生き続ける」ための健
診システム『セレブ』の設計思想が、
とても心強く、
また安心

先進的な新しい試みが、健康的で活力ある社会を生むと確信します。
私どもは、主としてお客さまへの経営コンサルティング業務を

貢献もまた多大なものになりましょう。

通じ、社会に貢献することを使命としております。

私どもが支援するお客様は（そして当社自身もまた）、激動

企業の安定的発展の為には、
トータルマネジメント能力もさる

の社会を生き抜く企業であり、激務を重ねる社員は少なくあ

ことながら、経営者・リーダー自身の健康管理が必須条件と

りません。そうした人々が、
自らの使命を果たす為のひとつ

考えます。

の方法として、私は『セレブ』に注目しております。

『セレブ』で利用されるPET検査は、最先端医療技術であり
ながら日本ではまだ研究用主体の活用とか。その検査を名
古屋放射線診断クリニックがいち早く導入されることは、誠
に先進的、画期的、
と感銘を受ける次第であります。
この『セレブ』を、経営者始め多くの人々が利用し、恐ろしい
株式会社東海総合研究所 代表取締役社長

西
15

譲一郎

病魔を早期に発見、その恐怖から解放されることの価値は、
本人のみならず、その家族、会社、
ひいては経済社会への
16

癌は、もう怖くありません。
『セレブ』は
PET健診を通じて、
皆さまの生命を守ります。

責任ある立場の方のために、
年一回の定期的な利用ができる
会員制システムを設けました。

医療法人名古屋放射線診断財団
理事長
医療法人偕行会／名古屋共立病院
副理事長

医療法人偕行会
理事長

川原 勝彦

川原 弘久

私たち医療法人偕行会は、地域に密着した医

皆さまもご承知の通り、我が国の平均寿命は、医

療機関として、
皆さまの健康を守るための「予防」

学の進歩などに伴い、現在、世界有数の水準に

を重視してきました。この度、その中核となる『名

達しています。しかし一方で、高齢化とともに疾

古屋放射線診断クリニック』を関連施設として開

病全体に占める癌、心臓病、脳卒中などの割合

設。と同時に、現代の最先端医療技術である

が飛躍的に増加を続け、厚生省においても、

PET検査を利用し、
「『生き続ける』ことをサポ

2010年度を目途とした目標等を提示する『健康

ートするライフ・プロテクトシステム」をコンセプト

日本21』を定め、癌などの減少に向けて、
「予防」

にした、
まったく新しい健診システム『セレブ』を

の観点を重視した取り組みを推進するとしてい

スタートいたします。中部圏において、PET検査

ます。

を癌、心臓病、脳卒中の早期予防を目的とした

医療法人偕行会では、
こうした状況を鑑み、
『名

健康診断に利用するのは、
『セレブ』が初めて

古屋放射線診断クリニック』を開設。事業の一

です。

環として、一般向け「会員制ライフ・プロテクトシ

この『セレブ』では、PET検査を中心として、
ＭＲ

ステム『セレブ』」をスタートさせることとなりました。

Ｉ、ヘリカルＣＴ、超音波エコーなどをフルに活用。

17

新しい健康管理のあり方を
切り開く『セレブ』は、
中部圏の皆さまにかけがえ
のない健康をお届けします。

●

●



m e s s a g e

m e s s a g e

生き続ける
ための健康診断システム
『セレブ』

『セレブ』は、PET健康診断を通じて、
これから

とくに『癌』の超早期発見を、
より確実なものとし

の時代に求められる新しい人生設計のあり方と、

ていきたいと考えています。また、癌の予防効果

医療のあり方を提案します。それは、病気になっ

を最大限発揮するため、PET検査を定期的に

てから病気を治すのではなく、
自らの責任にお

お受けいただく会員制を採用します。これによっ

いて、
もっとも信頼度の高い健康診断を受け病

て検査精度はさらに高まり、
これまで不治の病と

気を早期発見し、癌などからわが身を守るという

されてきた癌において、限りなく100％に近い治

もの。もちろん、
自分の病気についていち早く知

癒率が実現いたします。料金・体制についても、

ることは、予後の人生設計にも大いに役立つこと

地域のより多くの皆さまにご利用していただける

にもなります。この考えが、
『セレブ』を通して、社

よう、十二分に配慮いたしました。

会におけるこれからの常識となることを、そして

自らの健康と生命を自ら守る方法として、私たち

何より、中部圏の皆さまが、かけがえのない健康

は「会員制ライフ・プロテクトシステム『セレブ』」を、

を手に入れられることを願ってやみません。

皆さまにご提案いたします。
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