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全国大会ではがん征圧への決意を新たにした

2010年度（平成22年度）がん征圧全国大会特集
主催 日本対がん協会 福井県健康管理協会
後援 厚生労働省 日本医師会 福井県 福井市 福井県医師会
９月９、
10日 ホテルフジタ福井・福井市フェニックスプラザ

がん征圧全国大会式典
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「今こそがん征圧フェニックスの誓い」テーマに
がん征圧全国大会

度重なる災禍から蘇った福井で

がん受診率向上に向けて様々な議論

「今こそがん征圧 フェ
ニックスの誓い」をテーマ

福井市長のメッセージが紹
介された。

年にない大きな意味があ
った。がんによる死亡率

スの誓い」には、福井県健
康管理協会の桂屋理事長が

に、2010年度のがん征圧
全国大会が９月10日、福
井市のフェニックス・プ

続いて長年がん征圧活動
に貢献のあった個人・団体
を顕彰する日本対がん協会

の20％減をめざす国のが
ん対策推進基本計画は、そ
のためにがん検診の受診率

開会の言葉で述べたよう
に、度重なる災禍から蘇っ
た福井の地で、
「反転攻勢」

ラザで開催された。大会
は「がん征圧月間」である
９月の中核イベント。日本

賞が垣添会長から贈られた
（個人＝糸数健・糸数病院
理事長〈沖縄県〉、栗田雄

を50％以上に上げる目標
を掲げている。現状は20
％程度なので、その目標は

をかけようという強い意思
が込められている。
記念シンポジウムでも、

対がん協会グループの全国
の関係者、福井県民ら約
1400人が参加し、一人で
もがんで苦しむ人、亡くな

三・新潟県保健衛生センタ
ー理事長、林學・ちば県民
保健予防財団名誉総合健診
センター長、吉原忠男・埼

非常に高いものとなってい
る。今年度に実施された基
本計画の中間報告書では、
ほかの目標、例えば化学療

それが大きなポイントにな
り、行政だけでなく、検診
機関、企業などがみんなで
啓発活動を行う必要がある

法や放射線療法の拡充や、
がん診療連携拠点病院にお
けるがん相談などについて
は、おおむね順調に整備が
進んでいる旨の評価をした
ものの、がん検診受診率の
50％達成に関しては、
「こ
れまでの対策のみで達成で
きるかどうか予断を許さな
い」と指摘。達成が困難だ
との見通しを示した。
大会のテーマである「今
こそがん征圧 フェニック

ことが改めて認識されたほ
か、子どもたちへのがん教
育の重要性も強調された。
日本のがん検診受診率が低
い背景には、子どものうち
にがんのこととか、検診が
身を守るのに重要なことな
どが教えられていないこと
が指摘されている。シンポ
では、会場からも活発な意
見が出され、様々な具体策
も紹介された。
（６～25面
にシンポジウムの詳報）

る人を減らすため、活動を
玉県健康づくり事業団前理
一層強化していくことを誓
事長▽団体＝札幌がんセミ
い合った。
ナー、広島がんセミナー、
主催者である福井県健康
栃木県大田原市、福井県医
管理協会の桂屋修理事長が
師会、前橋市医師会）
。
「戦災、震災、豪雨災害な
朝日がん大賞の津金昌一
ど度重なる災禍から不死鳥
郎・国立がん研究センター
のように蘇った福井で初め
がん予防・検診研究センタ
て開催される全国大会をが
ー予防研究部長には、吉田
ん検診受診率向上とがん死
慎一・朝日新聞編集担当か
減少に向けた反転攻勢の機
ら賞状とメダル、副賞
に」
と開会の言葉を述べた。 （100万円）が贈られた。
同じく主催者の日本対が
今年度のがん征圧スロー
ん協会の垣添忠生会長が
ガン「声かけて 地域ぐる
「血の通ったがん対策を進め
みで がん検診」を作った
るための大事な一歩と位置
づけたい」
とあいさつした。

大分県地域保健支援センタ
ーの内野浩文さんと、永年

来賓の厚生労働省の外山
千也健康局長は、働く世代
への大腸がん検診など来年
度予算概算要求に盛り込ん

勤続表彰者を代表して福井
県健康管理協会の山本りか
さんに表彰状が贈られた。
記念講演では日本対がん

だ事業を挙げ、
「がんに負
けない社会の実現めざし、
日本対がん協会や関係団体

協会ほほえみ大使のアグネ
ス・チャンさんが「明るく
さわやかに生きる〜アグネ

とともに取り組みを進めた
い」と祝辞を述べた。
地元福井県の西川一誠知

スが見つめた命」と題して
話した。
大会は、日本対がん協会

事は日本海側で初の陽子線
治療施設を県立病院に導入
することを紹介し、
「がん

と福井県健康管理協会が主
催、厚労省、日本医師会、
福井県、福井市、福井県医

対策の全国のモデル」をめ
ざすと話した。また原中勝
征日本医師会長、東村新一

師会の後援を受けた。
◇
今回の全国大会は、例
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朝日がん大賞 日本対がん協会賞 受賞者のみなさん

朝日がん大賞
国立がん研究センターがん予防・検診研究センター予防研究部長
つがね

津金

しょういちろう

昌一郎氏（54歳）

1990年から始まった、約10
万人を対象に疾病と生活習慣

（JPHC Study）
」を推進。日本
人のがん予防のための科学的根

病との関連を調べる大規模疫
学調査「多目的コホート研究

拠の提供、がん予防法の科学的
な知識の普及に努めている。

日本対がん協会賞・個人の部
糸数病院理事長
いとかず

糸数

つよし

健 氏（77歳）

米軍統治下の1969年、日本
産婦人科医会沖縄県支部理事と
して子宮がんの検診率の向上や
精度向上に努める。71年には、
全国に先駆けて、子宮がんと乳

がん集団検診を併行実施。日本
臨床細胞学会沖縄県支部を設立
し支部長として細胞診検査の向
上に尽力した。

新潟県保健衛生センター理事長
くりた

栗田

ゆうぞう

雄三 氏（75歳）

1988年、新潟県医師会がん
対策委員会委員長、2001年県

生省の研究班員として、喀淡細
胞診の普及や二重読影および比

保健衛生センター理事長を歴
任、新潟のがん対策に大きく貢

較読影を取り入れた新潟県方式
構築に尽力した。

献した。肺がん検診では、旧厚

ちば県民保健予防財団名誉総合健診センター長
はやし

林

まなぶ

學 氏（72歳）

1978年、千葉県対がん協会

同日に行う「総合健診」を実

検診センター長として胃、子
宮、乳がん検診を推進。総合健

施。日本消化器がん検診学会の
胃がん検診専門技師認定制度を

診センター長就任後の2007年
には基本健康診査とがん検診を

発足させる。
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朝日がん大賞 日本対がん協会賞 受賞者のみなさん
埼玉県健康づくり事業団前理事長
よしはら

吉原

ただお

忠男 氏（75歳）

自ら診療を行いながら、乳が
ん検診出動医師として従事。以

的に推進し、県民の健康保持に
貢献した。県医師会長として、

後2010年の理事長退任までの
四半世紀にわたり、地域・学

毎年、セミナーを開き、がん知
識の普及に努めた。

校・職域分野の検診事業を統括

日本対がん協会賞・団体の部

札幌がんセミナー
（小林博理事長）
1981年設立。世界の第一線
の研究者との交流に努めてき
た。国外から参加した研究者は
約500人に達する。毎年開催さ
れる会議は、国内外の第１級誌

に紹介されてきた。また、臨床
研究をテーマとしたセミナー、
市民講演会やがん相談も等も行
っている。

広島がんセミナー
（田原榮一理事長）
1992年、がんの予防と克服を目標として地元財
界、広島大学、広島市医師会等の支援で設立。毎
年国際学術研究会議の開催や、県民講座、国際シ
ンポジウムなど、さまざまな事業に取り組み、が
ん予防の推進はもちろん、地域の活性化にも貢献
している。

栃木県大田原市
（津久井富雄市長）
がん検診の無料化（1972年の胃がんから）で受
診者の負担軽減を図り、自治会を通して「健康診
査票」を検診対象者の各世帯に直接配布・回収し
ながら、次年度の検診予約を受け付ける独自の受
診勧奨などで、多年にわたってがん検診受診率の
向上に努めている。
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朝日がん大賞 日本対がん協会賞 受賞者のみなさん
福井県医師会
（松田尚武会長）
福井では、県健康管理協会が
がん集団検診をすべて一元的に

ことができる。これも、読影委
員会の設置や医師の派遣など県

実施している。この全国で唯一
の体制によって、県民は検診

医師会の尽力のたまものであ
る。

を、同じ条件、精度で受診する

前橋市医師会
（石田稔会長）
1984年、胃がん個別検診を開始。87年、がん検
診と一般健康診査を合体、老人保健法ヘルス事業
各種検診のチケット方式を導入。住民の利便性を
高め、先進的な前橋市医師会方式として全国的に
注目された。その後も、地域
− 選 考 委 員−
住民の目線からがん検診に取
垣添忠生・日本対がん協会会長（委員長）、武藤徹一郎・癌研有
明病院メディカルディレクター（副委員長）、唐澤祥人・日本医師
り組んでいる。
会会長、廣橋説雄・国立がんセンター総長、大牟田透・朝日新聞
医療エディター、箱島信一・日本対がん協会理事長

10年度永年勤続表彰者
千賀子、菅原由紀江、後藤
由美、阿部正之、三沢明、

本間美咲
◇福井県健康管理協会
山本りか
◇岐阜県健康長寿財団
桐谷勝

野尻静子、阿部光浩、庄司
範子、松田こづえ、佐藤弘

◇静岡県対がん協会
髙塚市夫、髙塚浩恵

舘美紀
◇宮城県対がん協会

子、金内智子
◇茨城県総合健診協会
根本誉、平根隆志、長谷川
めぐみ、上野奈美、千葉幸

◇三重県健康管理事業センター
高津正明、天野一弘
◇京都がん協会

浜出直人、小松留美、近藤
のぞ美、安部法人、赤川映

岡林洋子、吉本和美、山岸
満美子、志村剛
◇ちば県民保健予防財団
堀江秀樹、稲田正貴、稲田

（28団体90人、敬称略）

◇北海道対がん協会

中川栄志、菅野普子
◇青森県総合健診センター
長内訓、長内明美
◇岩手県対ガン協会
佐々木理、佐々木仁子、岩

菊地章子、伊藤久美子、髙
山美和、佐藤紀子、小原真
由美、齋藤純子
◇秋田県総合保健事業団

子、赤川光浩、藤沢規生、
佐藤晃子
◇山形県結核成人病予防協会
佐藤裕久、村山和幸、後藤

子
◇埼玉県健康づくり事業団

佳美、廣田美和
◇山梨県健康管理事業団
木村正樹
◇長野県健康づくり事業団

中石直美、西村一郎、戸来
満、大ケ谷信吾
◇兵庫県健康財団
田邊秀樹

◇鳥取県保健事業団
三宅二郎
◇広島県健康福祉センター
兵藤和枝
◇山口県予防保健協会
藤本和代、田中剛司
◇愛媛県総合保健協会

宮田守
◇佐賀県総合保健協会
武富由治、秦理人
◇長崎県健康事業団
宮地弘道、宮崎浩二、町田
泰三、烏山りさ子、松本敏
朗、宮﨑慎也、三浦恵秀、
溝川愛子、田中弥生、大久
保努、重住美穂
◇熊本県総合保健センター
小山みさ子、田中美枝、光
永佳織
◇大分県地域保健支援センター
藤田泰範、安倍隆信、田北
優子、但馬建司
◇宮崎県健康づくり協会

倉元良子、谷口季子
◇鹿児島県民総合保健センター
森重佳代子
◇沖縄県総合保健協会
照喜名朝勝、山内直子
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身を守る意識育む教育を−
がん征圧大会記念シンポで幅広い議論
ムが９月９日、福井市のホテルフジタ福井で開催
された。日本対がん協会と福井県健康管理協会が

価では、現状のままでは困難だと指摘された。こ
うした中で、がんになっても安心できる社会の実
現に向け、私たち検診機関にどんな役割が期待さ

主催した。がんによる死亡率を減少させるため、
がん検診の受診率を50%以上に上げよう−国の
がん対策推進基本計画がこんな目標を掲げたのが

れるのか。国民をがんから守るには、どんな手立
てが必要なのか。行政、医療現場、企業、そして
検診の現場からの報告をもとに、子どもたちへの

2007年。しかしながら、今年実施された中間評

教育のあり方を含め、幅広い議論が展開された。

2010年度がん征圧全国大会の記念シンポジウ

司会 2010年度がん征
圧全国大会を記念したシン
ポジウムを開催します。テ
ーマは「がん検診で安心を
得る時代に～検診機関の責
務」です。国は子宮頸がん
や大腸がんなどの対策をは
じめ、がん予防活動に力を
入れようとしています。が
ん検診を実施している機関
として、受診者拡大並び

にがんの早期発見、死亡率
減少といったところにいか

いう順番です。女性になる
と乳がんが非常に多くなり

早期発見の推進、つまり検
診と予防です。２番目はが

に活動していくか、様々に
議論していきたいと思いま
す。第一部の講演ではま
ず、厚生労働省健康局がん
対策推進室の鈴木室長か
ら、
「がん検診 国の取り
組みと検診機関に望むこ
と」をテーマにお話しいた
だきます。

てきている。高齢化率とい
うのもやはりこの死亡者数

ます。
臨床進行度別の５年相対
生存率、いわゆるどれだけ
の人が５年間生きられるか
というデータでは、限局
性、つまり早期に見つけれ
ば見つけるほどその生存率
は高い。ですからやはりが
ん検診は、いわゆるがんの
死亡率を減少させる非常に
有効な施策の一つだと思っ
ています。
医療費のうち大体10%ぐ
らいががんに使われていま
す。昭和56年にがんが我
が国の死因の第１位になっ

ん医療の均てん化の促進、
いわゆる医療体制の整備等
の話があります。最後にこ
れらを支える研究の推進
等。この三つで構成され、
国として、自治体として推
進していくことが法律の中
でうたわれています。
基本計画には大きく目標
が二つあります。一つはが
んによる死亡者数の減少。
先ほどの高齢化率も考慮し
て75歳未満の年齢調整死
亡率を20%減らす。もう一
つは、すべてのがん患者及
びその家族の苦痛の軽減並

に影響してきているのでは
ないかと思われます。

てから、昭和59年に対が
ん10か年総合戦略を行う

びに療養生活の質の向上。
いわゆるQOLを上げてい

75歳未満の年齢調整死
亡率を見ると、長野県は非
常に低いのですが、東北の
ほうが高かったりとか九州

など、対策をとってきまし
たが、それではこのがんに
きちんと対応するためには
不十分というもあり、平成

く。つまり、量と質の両方
を上げていく、改善してい
くのが10年間の全体目標
になっています。目標を達

のほうが高かったりするな
ど地域差もあります。

18年６月に議員立法によ
ってがん対策基本法が成立

成する手段として七つの項
目が立てられ、その中に、

がんによる死亡者数では
肺がんが非常に伸びてき
て、胃がんはあまり変わら
ないというのが現状です。

しました。それからは基本
計画を作って、それに沿っ
てがん対策を進めていると
ころです。

がんの早期発見がありま
す。10年間で目標を達成
させるため、がんの早期発
見については５年以内に受

がんの罹患者数は胃がんが
まだ多く、大腸がんが次に

まず検診と予防

診率を50%に上げるという
ことが、目標値として定め

国の取り組みと
検診機関に望むこと
鈴木 検診を中心に今の

国の取り組みと、がんを撲
滅するために検診の受診率
をどういうふうに上げてい
くか、お話します。その中
で皆様にお願いしなければ
いけないこともあると思い
ます。
皆様も御承知と思います
が、今や日本人の死因の
30%ががんです。つまり約
３人に１人ががんで亡くな
っています。ただ、がんの
患者さんで65歳以上の方
と65歳以下の方で、どれ
だけの死亡者数がふえてき
ているのかを見ますと、や
はり65歳以上の方々のが
んによる死亡が非常に増え

多い。特に男性の年齢調整
罹患者数は胃がんが圧倒的
に多くて、次に大腸、肺と

基本計画は大きく三つの
カテゴリーに分けられま
す。一つはがんの予防及び

られたのです。
その検診について、どう
いうふうに考えていくの

対 が ん 協 会 報
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か、説明させていただきま
す。受診率は「国民生活基
礎調査」によりますと、胃
がんの男性が一番高くて
32.5%。女性の子宮がん、
頸がんは非常に低い。これ
は自治体の検診とか、会社
の検診とか、もしくは自
分で人間ドックに行ったと
いったものも全部含めて調
査票で聞いています。自治
体で行っている検診では多
分、もう少し低いと思いま
す。いずれにせよあまり高
くないのが現状です。
国際比較で見てもやはり
日本は非常に低い。今や韓
国では乳がん、子宮がんは
５割を超えてきています。
日本のがん検診は長年やっ
てきているけれども、まだ
成熟されてない状況だと思
います。
都道府県別では非常に高
いところから低いところ
まで様々です。ただ胃が
ん、大腸がん、肺がん、乳
がん、子宮がんとも、平成
19年時点で50%を超えてい
る都道府県はまだありませ
ん。これを市区町村別に見
ますと、特に町村の中に５

鈴木

割を超えているところが、
少しですが、ありますの
で、自治体による差が非常
に大きい。

「検診は重要だが…」
こういった低い検診率で
すが、がん検診が重要だと
思っているのか思っていな
いのか、世論調査をしてい
ます。平成21年９月に内
閣府が3000人を対象に対
面式、調査員が直接調査者
に会ってヒアリングをした
結果です。重要だと思う人

も医療機関を受診できるか
ら、健康状態に自信があり
必要性を感じないからとい
うのは、何で検診をするの
かというのが今一つ理解さ
れてないのではないか。
それから、検診の実施体
制に問題があるのではない
か。例えば面倒だから、時
間がない、場所が遠いとい
うようなものです。つまり
供給側に改善の余地がある
のではないか。
３点目はお金の問題で
す。検診は費用がかかり経

者（敬称略、発言順）

国の取り組みと検診機関に望むこと」

鹿児島県民総合保健センター事業推進部健診推
進班長

席

健彦氏

厚生労働省健康局がん対策推進室長
講演②
「子宮頸がん予防検診～検診で本当にがん予防
ができる時が来た」

今野

が97.4%。100%に近い方
が、がん検診は重要だと認
識しています。でも重要だ
と思っていても検診を受け
ているのかということにな
ると、あまり検診を受けて
ない。肺がんでも36.9%、
乳がんでは18%。
何で受けないのか。同じ
調査で聞いています。これ
は私見ですが、四つのタイ
プに分けられるのではない
かと思っています。
一つはたまたま受けてい
ない。心配なときはいつで

講演③
「鹿児島県における質の高いがん検診への取り組
みと受診者拡大に向けて～保健師の立場から」

出
講演①
「がん検診

国のがん対策を説明する鈴木・厚労省がん対策推進室長

良氏

自治医科大学附属さいたま医療センター教授
（産婦人科）
子宮頸がん征圧をめざす専門家会議実行委員長

松岡

純子氏

講演④
「がん検診受診率向上～企業の支援活動事例」

永江

美保子氏

アフラック
（アメリカンファミリー生命保険会社）
広報部がん対策推進室長
厚生労働省「がんに関する普及啓発懇談会」委員
◆司会
小西 宏

日本対がん協会マネジャー
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済的にも負担になるからと
いうのが大きな理由として

診対象者にアプローチする
かということが重要だと思

診、です。その一つとし
て、
「働く世代への大腸が

分析委託事業があります。
国民生活基礎調査が今年、

挙がってきます。４番目は
検診内容・方法に対する不
安。検査に伴う苦痛などに

います。
国として、例えばクーポ
ンとか交付税措置検診など

ん検診推進事業」という事
業を考えています。
内閣府が「元気な日本復

平成22年に行われますが、
がん対策推進基本計画は
平成23年度までですので、

不安があるとか、結果が不
安なために受けたくない。
これらをどう解消していく

について自治体をサポート
し、それらを利用して自治
体から検診者にアプローチ

活特別枠」と言っています
が、いわゆる通常の予算枠
とは別に予算要求をして、

23年度の検診率がどうな
っているのかというのを別
途調査しようと予算を要求

か、検診受診率をいかに上
げていくかという一つのキ
ーになっていくのではない

してもらう。昨年つくった
『かかりつけ医のためのが
ん検診ハンドブック』。か

しています。
がんによる死亡率を減少
させるというのが一義的な

かと思っています。
いくら体制をつくっても
やはり受診者がいなければ
無駄になってしまいます。

かりつけ医が、病院にかか
っている方も含めてがん検
診を受けていただくように
働きかける、ハンドブック

総理官邸のコンペで採択す
るかどうかを決める枠があ
ります。厚生労働省として
50億円程度のこの事業を

そのためには受診者側が抱
える問題を解消する。つま

を医師会を通じて医療機関
にお配りし、それを参考に

り行ってもいいと思わせる
環境をつくることが非常に
重要ではないか。検診の意
義目的に関する誤解でした
ら、普及啓発を強化すると
いったことが重要になりま
す。
費用に関する問題では、
ただにすればいいのか、そ
れとも一部の負担でいいの
か。がんではない、という
「安心を買う」費用につい
て、どれだけ負担していた
だくのが適切なのかを検討
しなければいけないと思い

アプローチしていただく。
来月（10月）にはがん
検診の受診を勧める全国大
会を開催します。学会とか
いろいろなところと連携さ
せていただいてアプローチ
する。
「がん検診企業アクシ
ョン」で企業の方々に働き
かけて、がん検診を受けや
すい環境をつくってもらっ
たり、企業のトップの方々
にがん検診がいいものだと
いうことを認識してもらっ
たりして、社員に対してが
ん検診をい受ける方策をと

ます。
検診の対象者に、いろい
ろな立場の人たちがアプロ
ーチすると思います。それ

っていただく。そういった
支援をしています。
女性特有のがん検診、い
わゆる無料クーポンの関係

は国でもありますし、企
業、保険者、もちろん、対
がん協会の関係の方々、学

では、平成21年は216億円
でしたが、平成22年は若
干補助率を変えて76億円。

会の方々、医療機関、かか
りつけ医の方々。そういっ
た方々に検診の受診を勧め

平成23年度も同等額を概
算要求しています。

ていただく。
地域ボランティア、患者
会、特に民生委員の方や保
健師さんといった方々。そ
して自治体です。行政機関
として検診対象者に一番身
近にいる市区町村の方々。
こういった方々がいかに検

検診体制は…
残る問題は、検診体制で
す。がん検診を受けようと
する人に対して、いかにし
て気軽に受けられる環境を
つくるか、ということも重
要ではないか。いつでもど
こでも受けられるがん検

出しています。
クーポン券のかわりに大
腸がん検査キットを配って
はどうかというもので、個
別の勧奨に加え、どうやっ
て大腸がん検診を行うのか
という教育効果も目的にし
ています。回収、検査、診
断など、詰めなければいけ
ない点もありますが、まず
は配る、という事業ははど
うかということで今回要求
した次第です。
すでに今年、実施してい
る県があり、私たちのやっ
ていることが認められまし
たと言われたのですが、い
みじくも国も、同じことを
考えていたのです。
平成23年度概算要求要
望ではいま話題の子宮頸が
ん予防対策強化事業、いわ

非常に重要な目標であり、
その手段としてがん検診受
診率を50%にするという目
標を掲げましたが、実はあ
と１年しか期限がありませ
ん。国としても非常にせっ
ぱ詰まった状態ですので、
皆様方のお知恵・ご協力を
今後ともお願いしたいと思
います。
（拍手）
司会 鈴木室長、どうも
ありがとうございました。
来年度に向けた予算要求の
説明を中心に詳しく説明し
ていただきました。要求が
そのまま認められますよ
う、頑張っていただきたい
と存じます。質問は、後ほ
どの討論のときに一括して
受けたいと思います。
続きまして講演２です。

ゆるワクチンの一部助成と
か、今の働く世代といった

「子宮頸がん予防検診～検
診で本当にがん予防ができ
る時が来た」
と題して、
自治
医科大学附属さいたま医療

ものは特別枠として出して
います。
あと、がん検診受診率

センター教授の今野良先生
にご講演いただきます。よ
ろしくお願いいたします。

検診で本当に
がんが予防できる時が来た
今野 よろしくお願いい

子宮頸がんに関しては、

たします。今、鈴木室長か
ら厚労省の非常に前向きな
試みがいろいろ紹介されま

原因となるヒトパピローマ
ウイルス（HPV）の感染
予防を目的としたワクチン

した。大いに期待したいと
思います。

が接種できるようになり、
話題になっていますが、検
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診という点でも、子宮頸が
んは、ほかのがんに比べて
非常に大きな特徴を持って
います。

検診先進国・日本
日本は実は子宮頸がん予
防に成功してきた国と言え
ます。先進国の子宮頸がん
の発生率、死亡率をみます
と、がん検診が最もきちん
と行われているフィンラン
ドは非常に優秀ですが、日
本はアメリカやフランス、
ドイツと死亡率、発生率に
はほとんど差がありませ
ん。こういう意味で日本の
子宮頸がん予防は検診によ
って成功をおさめていると
言えるのです。
1950年代後半から検診
バスが地方を巡回してが
ん検診を行ってきました。
1982年に老人保健法で国
の事業として進められた。
私の知る限り、世界で２番
目の早さではないかと思い
ます。イギリスより早く対
策型検診に取り組んだ画期
的な検診先進国でした。
宮城県における子宮頸が
ん死亡率と検診の受診率を
比較しますと、検診が始ま
った当初はもちろん受診者
は少ないのですが、検診受
診率が30%に達すると、が
ん死亡は人口10万人あた
り12から４に下がる、70%
の減少ができる。これが子
宮頸がん検診の実力であ
り、成功であります。
発展途上国ではいまだに
子宮頸がんは中高年に多い
がんです。イギリスのよう
に検診システムが整備され
ている先進国では、30歳
以上での発生は抑えられ
て、グラフにすると平坦に
なります。これが検診の効
果です。日本はどうだった

子宮頸がん検診の効果を解説する今野・自治医大さいたま医療センター教授

か。1978年には、いわゆ
る発展途上国型でしたが、
中高齢者でのがんが減少
し、イギリスにやや近い型
になりました。

発生の若年化
検診の受診率は日本では
まだ20%ぐらいで十分とは
言えないわけですが、それ
であってもこれだけの効果
があるわけです。しかし残
念ながら35歳に子宮頸が
んのピークが出てきてい
る。つまり若年化が起きて
いるわけです。
最近は子宮頸がんのワク
チンとの絡みで、性行動の
若年化がこの世代のがんの
増加に結びついているとい
う解説がありますが、若干
異論があります。性行動の
若年化でがんの発症年齢が
若くなるでしょうが、35
歳に発生のピークができる
理由はがん検診を若い人が
受けなくなったからです。
中高齢者の子宮頸がんの発
生を抑制しているのは、中
高齢者の方々ががん検診を
受け続けていたからです。
検診は子宮頸部の細胞診
です。その感度、すなわち

がんをがんと診断する感度
は94%、特異度は98%とい
う数字が報告されていま
す。これは世界で最もいい
数値です。しかし、がんの
前の前がん病変を発見する
のが子宮頸がん検診の大き
な役目です。実際に現在
の子宮頸がん検診において
異常として発見されている
90%は前がん病変です。子
宮頸がん検診は、がんのみ
ではなくて、異形成と言わ
れる前がん病変を診断して
管理・治療に持っていって
いるという特徴があるので
す。
宮城県の５年間のデー
タを調べてみました。平
成10年から14年にがん検
診で発見されたがんの方た
ち、浸潤がんの方たちの受
診歴を見ると、残念なこと
に74%の方が受診歴なしで
した。一方、受診歴があっ
た人たちを見ると24%の人
は受診歴がありました。

腺がんが課題

胞診異常なしと言われた人
たちにおける腺がんの割合
は76%。つまり検診で発見
できなかった人たちの多く
が腺がんであったというこ
とです。子宮頸部細胞診
は、非常に優秀な検査です
が、腺がんはなかなかうま
く発見できない。毎年検診
をしても見落としは仕方が
ないというのが今の世界の
レベルです。
自分の紹介で恐縮です
が、医学博士となった論文
は、1991年に出して1992
年にパブリッシュされてい
ます。内容は、手術で子宮
頸がんの標本を得られた人
たちにヒトパピローマウイ
ルス（HPV）の16型が存
在していました。子宮頸が
ん検診では前がん病変を見
つけてフォローアップして
います。最長10年前の生
検標本が宮城県対がん協会
に保存されていました。
その標本について、
HPV
がいるかいないかを、詳し

この人たちの内訳をさら
に見てみます。子宮頸がん

く調べてみますと、がんに
なる10年以上前からHPV
が存在し続けていた。すべ

の80%は扁平上皮がんで、
残り20%が腺がんです。細

ての検体に存在していたこ
とを証明できました。
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WHOが2005年に出した
がん検診ガイドライン・ガ
イドブック『子宮頸がん検
診』にこの論文が10年以
上の持続感染を証明したと
いうことで掲載されていま
す。こういう研究が世界各
地で積み上げられ、子宮頸

対 が ん 協 会 報

が消失していきます。ごく
一部が持続感染を来して中
等度異形成となり、その一
部ががんに進行する。子宮
頸がんとHPV感染の関係
が明快にされているために
ワクチンの開発にも至った

度異形成からがんになると
ころで円錐切除術という、

トに関しては、発生と死亡
を減少させることができ

子宮の一部だけを取って、
その後、妊娠分娩ができる
治療を行っています。

る。can reduceと表現さ
れています。細胞診が時
代を築いたということであ

私もパピローマウイルス
とのつき合いが23年ぐら
いになりました。パピロー

り、HPVテストがそれに
負けず、期待されるという
内容かと思います。

マウイルスは非常に不器用
なウイルスです。そして非
常におとなしいのですが、
しつこくしつこく存在し続

現在、世界で最もスタ
ンダードに使われている
H P Vのテストは、ハイブ
リッドキャプチャーという

けた場合にがんになるとい
うことです。

ものに代表されるもので
す。これは13種類の、ハ

がんの原因はHPVの持続
感染だということが常識と
なりました。
パピローマウイルスは、

わけです。
喫煙と肺がんは非常に問
題にされます。がん予防の
重要課題です。たばこを吸
うことでがんになるリス

D N A配列の違いから100
以上の型に分かれますが、

クはおよそ10倍。B型肝炎
やC型肝炎のウイルスで肝

生殖器に感染するのは30
から40です。子宮頸がん
の原因はパピローマウイ
ルスが99%ですが、ほかに

がんになるリスクは50倍
程度です。パピローマウイ
ルスを持っていて子宮頸
がんになるリスクは100倍

アメリカでは、細胞診の
報告がベセスダシステムに

肛門がんの90%、陰茎・外
陰・膣がんの50%、中咽頭
がんの30%、口のがんの５
%はパピローマウイルス感
染が原因です。
がんのハイリスクと言わ
れるのが、16型、18型な
どです。この２つが子宮頸
がんの原因の70%を占めま
す。肛門がんとか陰茎がん
ではさらに16型の割合は
高くなります。ローリスク
のHPVと言われるものは
コンジローマ、外陰部のい
ぼをつくりますが、原則的

から500倍以上で関連度は
99%。このようながんはほ
かには存在していません。
子宮頸がんには予防医学
の二つのかぎがあります。
これまで私たちが行ってき
た２次予防に先鞭をつけた
のがジョージ・パパニコロ
ウです。細胞診という方法
の開発です。病気が進行す
る前に見つけて食いとめる
もので、80年以上の歴史
があります。1983年にツ
アハウゼン博士が子宮頸が
んからHPV16をクローニ

なり、2006年にはワクチ
ンが承認されました。この
20年、HPVの研究が進み、
その成果が現場に導入され
てきています。
日本では2009年にベセ
スダシステムになり、ワク
チンも承認され、今年は
H P V検査が一部保険収載
になりました。20年、25
年分の学問の波が去年から
今年にかけて一度にやって
きた。黒船と言う方もいま
すし、津波と言う方もいま
す。20年遅れていたとも

にはこれからがんになるこ
とはありません。
パピローマウイルスは非

ングしました。これによっ
て子宮頸がんとHPVの関

言えなくもないわけです。
検診は基本的には国が行
う政策です。対策型検診に
は、費用対効果、医療経済

常にありふれたウイルスで
大人の女性なら生涯に一度
は感染する人が80%にもな
ります。感染しても多くは
何の症状もありません。熱
も出なければ出血もしませ
んし、炎症も起こしませ
ん。ごく一部が細胞の変化
を起こしますが、多くは消
失します。細胞性免疫によ
って排除されます。
これが一過性感染で、い
わゆる軽度異形成と言われ
るようなものは、ほとんど

係が明快となり、2008年
のノーベル医学生理学賞が
与えられました。そしてワ
クチン開発に至ったわけで
す。貢献したのはイアン・
フレイザーというオースト
ラリアの先生です。
子宮頸がんに関して早期
発見、早期治療という言葉
は海外の学会ではほとんど
使われなくなっています。
プリベンション（予防）で
す。現在私たちが普通に行
っているがん検診で前がん
状態を発見しています。高

一気に枠組み整備

が求められます。何より大
切なことは高い受診率で
す。そして高い精度、費用
対効果。費用対効果を上げ
るには二つ方法がありま
す。安い方法を使うか、検
診間隔を延ばすかです。
WHOが2004年にメッセ
ージを出しています。細胞
診は、がんの発生と死亡を
減少させた十分な根拠があ
る。had reducedと表現
されています。HPVテス

イリスクのHPVのいずれ
かを持っていますというこ
とを診断する方法です。型
を決める方法に比べ、安く
診断できるのが特徴です。
保険収載では3600円です。
型を決める検査は２万円と
か３万円とか非常に高くな
るので、検診には現在は使
うことができません。

HPV検査をどう使う？
HPV検査をどのように
使っていくか。細胞診で
ASC-USという、異常あり
とすべきか、なしとすべ
きか、白黒がつかない場合
に、HPV検査をして、陽
性なら異常として精密検査
をする、陰性なら異常なし
として次回の検診へ回すと
いうトリアージに使われて
います。これは世界各国が
認めている方法です。
アメリカでは細胞診と
H P Vテストの併用検診が
最も推奨されています。日
本でもうまくすれば２～３
年後に入っていければうれ
しいなと思っています。
アメリカの産婦人科学会
でCIN２・３というのは、
さっきお話しした前がん病
変であります。細胞診と
H P V検査両方を併用した
場合にCIN２・３、あるい

		

はがんが見逃される危険は
1000分の１程度であると。
臨床検査において1000分
の１という感度はほかにな
いレベルではないかと思い
ます。
両者陰性の場合は、今後
３年間はCIN２という中程
度の病変は発生しない、５
年間は上皮内がんは発生し
ないというエビデンスがあ
ります。つまり細胞診とい
うのは今日この人ががんを
持っているか病変を持って
いるかという判断をするだ
けですが、HPV検査は今
後３年間、５年間、安心を
買えるという検査です。
若い人では陽性になる人
が少なくありません。30
歳以降になってもHPVを
持っている人がハイリスク
です。30歳以上の女性に
細胞診とHPV検査をあわ
せて行うことが適切で、両
方とも陰性だった場合に細
胞診の間隔を３年以上に延
ばすことができる。これが
アメリカのガイドラインで
す。最近の研究では7.5年
まで延ばすことができると
言われています。７年に一
遍の検診でも受診者は安心
を買えるということになる
わけです。
これらの結果を受けて私
たちは日本での多施設の共
同研究を行いました。約
2900例に対して検診を両
者併用で行って50例の病
変を見つけました。H P V
の感染率は約10%。非常に
一般的な数値です。細胞診
の感度は86%でした。これ
は中等度異形成異常の診
断です。がんの診断ではあ
りません。特異度は93%。
H P V検査の感度は94%、
特異度は91%。HPV検査
は感度はいい、特異度は細
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胞診のほうが若干いい。両
者を併用すると見落としが
なくなるということで、海
外で言われていたことと同
じ結果でした。
シミュレーションしてみ
ます。5000人の方がいま
す。85人の方に中等度異
形成という病変があり、検
診で見つけ出す必要があり
ます。細胞診の感度は86%
でしたので12人の方を見
つけられずに残してしま
います。HPV検査の感度
は94%ですので５人の方を
見つけられない。どちらを
受けたいかということにな
るとわかりやすいと思いま
す。併用した場合にはすべ
ての病変を見つけることが
できるということです。
海外と日本でこのH P V
のテストと細胞診の感度を
比べるとほぼ同等です。細
胞診に関しては私たちの結
果が世界のデータよりもよ
くて、日本の細胞診のレベ
ルは従来からいいんだと自
負していたわけですが、対
がん協会にとってもいいデ
ータかなと思います。
原因と自然史に基づいた
細胞診とHPV検査の組み
合わせ、使い分けをする
と、検診の精度管理と効率
の向上に寄与します。双方
は相補的なのです。医療者
側には診断の確実性が得ら
れます。受診者側には不安
とコストが解消されます。
自治体あるいは対がん協会
もそうですが、検診能力の
向上につながります。つま
りコストと財源と効率が得
られるわけです。
二つの検査の併用はお金
が余計にかかるというご指
摘があります。その前に、
がん検診受診率が50%にな
ったときに国や自治体はど
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れだけ金がかかるのかを考
えてみようと思います。
１万人の女性がいる町
を考えましょう。検診費
用6000円は町の負担。受
診率が1 0 %の場合は6 0 0
万円、2 0 %では1 2 0 0万、
5 0 %になると3 0 0 0万円。
受診率の向上は多く費用が
かかるし、検体処理やマン
パワーの問題もあります。
検診間隔を延ばさないこと
にはやっていけないことが
予想できます。受診者には
安心を、実施主体には費用
の軽減を図る必要が出てく
るわけです。

併用のコストは？
細胞診とHPV検査の併
用で試算してみました。検
査費用は１万円。費用は３
年間の合計分を３で割って
１年分を出します。細胞診
の毎年検診、細胞診の隔年
検診、細胞診とHPV検査
併用検診です。併用の場合
はアメリカのガイドライン
に沿って両者陰性の方は検
診は３年後とします。検
診を受ける方たちの95%以
上は両者陰性です。多くの
方々は次の検診は３年後で
よい。これによって費用を
軽減できるわけです。
細胞診毎年の費用は
6300円。細胞診隔年の費
用は 3 2 5 0 円 。併用では
3600円です。細胞診を１
年置きにするのとほとんど
変わらない。問題なのは発
見できない病変がどれだけ
あるかということです。細
胞診を毎年すると見落とし
は３です。細胞診が隔年
になると見落としは13人。
併用ではゼロと推定できま
す。個人にとって、自治体
にとって、国にとって、ど
れにメリットがあるか。
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欠せない登録
がん登録に加えてワクチ
ン登録、検診登録をしてい
けば10年、20年、30年後
にはどの検診が有効で、ど
のワクチンが有効なのかと
いう精度管理ができて、研
究結果も出てきます。政策
の評価、再評価にもつなが
ります。オーストラリアや
北欧では既にこの三つがリ
ンクしています。日本もこ
れを目指してぜひやってい
ければと思います。
ワクチンにちょっとだけ
触れます。実際に日本の臨
床試験において20歳から
25歳の女性に対してワク
チンを打ったところ、CIN
２の前がん病変が75%予
防できています。これは
HPV16、18以外の型も若
干予防できているというこ
とです。大人には無効だと
お考えの方もいらっしゃる
かもしれませんが、大人に
とっても有効なのです。
日本では従来、細胞診を
毎年行うことによって子宮
頸がんを70%減らすことが
できました。今後はワクチ
ンを若い子どもに打って、
その後は細胞診とHPV検
査を組み合わせた検診をや
っていく。近い将来、この
理論的なエビデンスを受け
入れて長期的視野で検診方
法の変更・改良が望まれる
ことだと思います。
がん検診の目的はがん
死亡の減少、がんによる
Q O L損失の抑制です。し
かし一方で検診の弊害を最
小限にすること、社会に対
して効率的であることが望
まれます。細胞診は既に死
亡率減少を達成できまし
た。次に求められるのは検
診によるがん予防、つまり

（ 12 ）
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がん予防検診で安心が得ら
れるようにすることです。

検診が50%ないし60%にな
った場合どれくらいのマン

と低いのが特徴です。子宮
がんは全国の死亡率8.8に

昨年度はこれも無料クーポ
ン券の効果で受診者数が増

子宮頸がんは、がん登
録、検診登録、ワクチン登
録によってモニタリング

パワーが必要なのか、を考
えさせられました。
続いて鹿児島県民総合

対して、鹿児島県は10.6と
高めです。
鹿児島県民総合保健セン

えました。大腸がん検診は
徐々に増え、３万4000人
です。

し、長期ビジョンでのがん
予防、がん征圧を日本国民
にもたらせることができる

保健センターの松岡純子
さんから、
「鹿児島県にお
ける質の高いがん検診への

ターの検診車は39台。胸
部検診車13台。子宮がん
検診３台、乳房検診車２

鹿児島県民総合保健セ
ンターは昭和61年（1986
年）に開設され、現在まで

ようになったがんなので
す。ご清聴ありがとうござ
いました。
（拍手）
司会 今野先生、ありが

取り組みと受診者拡大に向
けて」と題して、検診現場
で活動されている保健師の
立場からご発表いただきま

台。来年は乳房検診車を１
台増やそうという計画にな
っています。職員は128人
です。

に計791万人のがん検診を
し、8139人のがんを発見
しています。市町村のシェ
アが高く、県全体の受診者

す。よろしくお願いいたし
ます。

平成21年度の検診は90
万7000人でした。一番多

数のうち、支部では胃がん
は100%、45市町村中45市

いのが、がん検診で、腹部
超音波検診を含めて44万
9000人。
胃がん検診は平成11年

町村すべてで検診をしてい
ます。肺がんも100%です。
子宮がん検診は車検診
では100%ですが、個別検

ごろは大体10万人でした
が、現在は９万人前後で
す。去年は市町村の受診者
数が７万4000人から７万
8000人に、4000人ぐらい
増えました。肺がん検診
は14万人前後、乳がん検
診では21年度は無料クー
ポン券の効果によって、ク
ーポン券がなかった場合は
２万4000人ぐらいを予想
しましたが、３万6000人。
ぐっと増えています。
子宮がん検診は鹿児島県
では毎年実施しています。

診、病院での受診もあり、
全体で70%です。乳がん検
診も94%でした。大腸がん
だけは市町村の３分の１程
度、33.2%といったシェア
です。
私たちの質の高い検診、
死亡率減少効果のあるが
ん検診を目指した取り組み
を紹介します。鹿児島県の
精度管理体制は、県の生活
習慣病管理指導協議会が主
導的役割を持ち、五つのが
ん部会−胃、肺、大腸、子
宮、乳がんの各部会で要精

とうございました。対がん
協会にとって、子宮頸がん

質 の高いが ん検診への取り
組 み、受診 者拡大に向けて
松岡 私たち保健師は検
診機関の中でいろいろな仕
事をしています。特定保健
指導、健康教室、メンタル
ヘルス検診などです。中で
もがん検診の精度管理、事
後管理は非常に大事な位置
を占めています。がん検診
の精度管理や、市町村を回
っての受診率アップの取り
組みなどをご紹介します。
鹿児島県は全国でも有数
の離島が多い県です。28
の有人離島を有し、離島人

26%。全国（22%）より高
いのが特徴です。
鹿児島県は１年間に亡く
なる方が１万9000人です。
うちがんで亡くなる方が
5200人ぐらい。全死亡の
26.4%を占めています。一
番多いのが、全国と同じよ
うに肺がんなのですが、死
亡率は全国の53.1に比べて
鹿児島県は57.9と非常に高
い。全国では次に胃がん、
大腸がんと続きますが、鹿
児島県では胃がんは第４位

口は全国第１位。離島す
べてを検診で回っていま
す。屋久島、種子島、奄美
大島。最近、沖縄の普天間
基地の移設問題で話題にな
った徳之島に行っておりま
す。船で15時間ぐらいか
けて検診車を渡します。私
たちは飛行機で１時間ちょ
っとで移動して、子宮が
ん、乳がん、肺がん、胃が
ん、延べ58日間検診をし
ています。
鹿児島県の人口は1 7 3
万人。平成21年度は45市
町村、平成22年度に合併
して43市町村。高齢化率

がん検診の現場での取り組みを紹介する松岡・鹿児島県民総合保険センター健診推進班長

		

検率やがん発見率などを分
析しています。

読影の重要性
精度管理の中で非常に重
要な位置を占めるのが読影
です。胃がんは消化器集団
検診学会認定医を中心に二
重読影を、肺がんも胸部読
影研究会メンバーである専
門医が二重読影していま
す。
私たち保健師がかかわっ
ているのが生検受診勧奨で
す。胃、肺、大腸各がん検
診のどれも生検受診率が高
いのが特徴です。
県民総合保健センターで
検診をしたら市町村に結果
を報告。市町村は受診者に
結果を通知し、受診者は病
院の生検医療機関を受診し
ます。その結果は、すべて
県民総合保健センターに送
られてきます。

きめ細かな追跡
多い日には500通ほど結
果が送られてきます。それ
をもとに、市町村から依頼
を受けている場合は、検診
後３カ月目に受診者にダイ
レクトに生検受診を勧奨し
ます。検診後６カ月目に
は市町村に生検の結果の報
告、そして未受診者には勧
奨をお願いしています。つ
まり１回の検診につき２
回、精密検査の受診勧奨し
ていることになります。
精密検査を受けた病院か
ら報告が来ます。報告がな
い方については市町村を通
じて、もしくは私たちから
直接、受診を勧奨します。
病院からの結果が良性の疾
患とか異常がない方はここ
で追跡が終了します。
フォローが必要な方は、
大きな病院へ紹介したと
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か、別の病院へ行ったの
かあとはわかりませんと
か、一つひとつ追跡をして
がんの確定まで持っていき
ます。さらにがん調査をし
て、結果を市町村に報告し
ます。毎年２月には５年後
の予後調査をしています。
大腸がんでは、最初の
受診勧奨前の精検受診率
は69.1%でしたが、生検受
診勧奨することによって
91.7%に上がります。がん
発見数も増え、30人から
44人になりました。
がん検診では、いかにが
んをたくさん見つけるかが
非常に大事です。でもがん
を発見するだけでは死亡率
減少効果につながりませ
ん。医療管理下のルートに
乗せて、発見したがん患者
さんを治療して初めて死亡
率減少効果が出てきます。
患者さんに不安があったり
迷いがあったりして、病院
を転々とするなど、医療管
理下のルートに乗ってこな
い場合が多い。検診機関、
生検機関、市町村の連携が
重要なのです。
ある50歳の女性は、子
宮がん検診を受けて平成
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ているとのことでした。再
度自治体に連絡をして事情
を尋ねてもらい、ようやく
手術。経過は良好との報告
を受けました。このように
自治体や病院との連携が欠
かせないのです。
私たちは集団検診の中で
一人ひとりを大事にしなが
ら、死亡率減少という大き
な目標につなげていこうと
考えています。精密検査を
受けたことでがんが発見さ
れ、治療を受けた方の喜び
の声も私たちのところに届
けられています。
受けてよかったと思って
もらえることが、より多く
の方にがん検診を受けてい
ただくことにつながると考
え、受診していただいた方
を大切にしています。その
結果、５年生存率も高くな
っています
国はがん検診の受診率
50%を目標に掲げていま
す。鹿児島県でも５年後に
30%に、10年後には50%に
しましょうと、がん対策推
進計画を進めていますが、
まだまだ30%に満たない。
肺がん検診は、鹿児島県の
成人病予防婦人会の働きに

19年８月に要精密と結果
が出ました。10月６日に
は病院を受診。病院から、
上皮内がんで円錐切除の予

よってかなり受診者が伸び
てきました。

定、という報告を受けま
した。これが11月でした。

私たち検診推進班には保
健師が６人おり、市町村を

12月ごろ病院に子宮がん
の調査をしたところ、来院
していません、という返事
でした。翌年４月ごろ、６

回っています。受診者増対
策の一つ目が市長訪問で
す。自治体のトップにがん
検診のよさをわかってもら

月ごろにも出したのです
が、
「円錐切切除を説明し
たら来院せず。郵送も行っ

いたい。その市の医療費を
調べ、検診でこんなに医療

医療費調べ自治体へ

たがいまだに来院していま
せん」との返事です。
自治体でも受診勧奨して

費削減効果がありますよ
という資料をつくり、理解
していただくよう努めてい
ます。平成21年度は21市

いたのですが、手術を迷っ

町村を回りました。その結
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果、２万3000人の受診者
が増えていました。

保健推進員の活躍
受診者対策で一番重要な
役目を担っているのが、保
健推進員の方々です。そう
いう方々を対象に私どもの
センターの副理事長が講演
を行っています。ある市町
村の保健推進員研修会での
アンケートでは、がんに対
する考え方が変わりまし
た、検診が大切なことがわ
かりました、という声をた
くさんいただきました。
受診者が増えた市町村で
は、保健推進への積極的な
活動が目立ちます。４地区
に298名の保健推進員の方
がいるところで、個別にが
ん検診の受診の大切さを訴
えた結果、例えば胃がん検
診では平成20年度の2644
人から平成21年度に2804
人と増えました。どのがん
検診も同様です。
自己負担の減額と申し込
み制で受診者を増やしたと
ころもあります。検診が年
間100日余り行っている人
口60万の市では、腹部超
音波検診と胃がん検診の自
己負担金を3350円から800
円に減らしました。そうし
たら3900人から8900人と
約5000人増えました。料
金を安くしたことに加え、
肺がんと大腸がんの問診の
ときにこの腹部超音波検診
と胃がん検診の申し込みを
受けているのですが、その
際に「自己負担金が減りま
したけどどうですか」と声
をかけていることの影響だ
と思います。

顕著なクーポン券効果
女性特有のがん検診の無
料クーポン券で、私たちの
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ところでも非常に受診者が
増えました。初回受診者も

で5000円台が４市町村も
あります。一番多いのは

増えました。134名の方に
アンケートをしました。無
料化だと受けようかなとい

2000円で８市町村ですが、
2500円も６市町村ありま
す。女性特有のがん検診へ

う気になる、自分のことは
後回しにしてお金をかけな
い主婦が多いので無料化だ

の補助は非常にありがた
く、
効果が高いと思います。
死亡率減少効果のあるが

と助かる、検診を受けるき
っかけになる、若い人が検
診を受けるきっかけになる

ん検診を行うには、がんの
早期発見、早期治療を連携
させることが重要です。国

という結果が出ています。
検診の自己負担額はどの
ぐらいあるのかということ
を調べてみました。私たち

には制度や予算の確保をお
願いしながら、県や市町
村、検診機関、精密検査機
関ともに連携をしなければ

はどこの市町村でも統一料
金で受託していますが自己

なりません。そして受診し
た方に、がん検診を受けて

負担額は差があります。
肺がん検診は結核検診の
関係もあり、無料の市町
村が13。高くても600円で
す。大腸がん検診は500円
のところが多く、21市町
村。高くて800円です。胃
がん検診は1000円が多く、
16市町村。高くて1500円
です。子宮がん検診は多
いところが700円、14市町
村。高くて1000円。
乳がん検診では3000円
台が６市町村あり、高く
て3760円。一番多いのが

よかったと思ってもらうこ
とが受診率向上策の第一歩
です。ご清聴ありがとうご
ざいました。
（拍手）
司会 ありがとうござい
ました。がん検診受診率向
上のいろんなヒントが含ま
れていたと思います。
４人目の先生にご講演い
ただきます。永江美保子さ
んです。アフラック広報部
がん対策推進室長で、厚生
労働省の「がんに関する普
及啓発懇談会」の委員を務
めていらっしゃいます。
「が

1500円です。乳がん検診
は１方向と２方向があり、
２方向の値段が上がりま
す。高いところは5950円

ん検診受診率向上～企業の
支援活動事例」と題してお
話しいただきます。よろし
くお願いいたします。

企業の支援活動

地ジョージア州コロンバス
のCです。もとは普通の生
命保険会社でしたが、創業
者の父親が肺がんを患い、
その病気の苦しみ、経済、
離婚といったことを創業者
が味わったことから、がん
保険専門会社に特化してき
ました。日本社は昨年35

そんな中でアメリカから来
た名もない会社が、がん保
険というストレートな名前
のものを売ろうとしても、
縁起でもないことを口にす
るなとおしかりを受けるな
ど、理解していただくのは
困難でした。

まず情報提供から

周年を迎えました。本社は
さらに20年長い歴史を持
っている会社です。

そんな中で取り組んだの
は情報提供でした。がんに

創業者が1970年（昭和
45年）に大阪万博を見に
来たそのとき、日本の風景

関する啓発活動です。
がんという病気がどんな
病気なのか。患者さんやご

を見て一つの現象に気づき
ました。それを見て日本に
進出しよう、がん保険は必

家族の苦労、病気と向き合
って闘って克服するにはど
れだけ経済的な負担が伴う

ず日本で受け入れられると
確信を持ったのでした。
それは何だったか。日本
人はマスクをしている人が
非常に多いということだっ
たのです。その心は、健康
意識、衛生管理への意識が
非常に高いので、がんにつ
いての認識は高まり、経済
的備えの必要性が理解され
るだろうということだっ
た、と聞いています。
35年前、生命保険とい
うと、遺族保障、死亡保
険が100%だった時代です。

か。こういったお話をして
ようやく対策の一つとして
のがん保険を理解していた
だけるようになってきまし
た。ただただ啓発活動をや
ってきた企業なのです。
その先にあったは、実際
にがんになって治療費がか
かった、だけどその心配を
しないで治療に専念できて
元気になれた、
「ありがと
う」という感謝の言葉をい
ただけたことです。私ども
と販売代理店であるアソシ
エイツ（「仲間」と呼んで

がん保険は初めて、生きる
ための保険、治すために使
う保険という価値観をもた
らしたのです。創業者が当

います）は、そのときに活
動の本質、主軸となる価値
観に出会いました。
活動は、もちろん営利企

時の監督省庁の大蔵省に日
参して事業開始まで２年間

業でビジネスなのですが、
喜んでいただける役に立つ

永江 がんといろんな分
野で向き合っていらっしゃ
るご専門の皆様方を前に僣

日本に初めて持ってきた会
社で、アメリカンファミリ
ー生命保険会社の英語名の

かかったと聞いています。
日本で事業をスタートし
ても次なる困難がありまし
た。今はがん対策基本法が

仕事だと、言ってみれば社
会貢献です。お客様からの
感謝と信頼、それを通じて
得た共通の感動で今日に至

越ながら、がんと創業時か
ら向き合ってきた一企業の
活動と、受診率向上という

頭文字をとってアフラック
と言います。
「
『生きる』を
創る。アフラック」が企業

でき、国を挙げてがんと向
き合う時代です。病名の告
知も当たり前です。35年

った、その原点にあるのが
自分の言葉でがんを語ると
いう啓発活動でした。

国や自治体の動きに合わせ
た支援について、ご紹介さ
せていただきます。

としてのブランドタグライ
ンとなっています。
アフラック（Aflac）の

前、まだまだがんは死の病
とか不治の病という印象が
強くて忌み嫌われる病気で

昨年度はがん対策の国の
予算が増強されました。女
性特有のがん検診無料クー

アフラック、がん保険を

Cは、アメリカ本社の所在

した。口にもしたくない。

ポン券もそうです。実はそ
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必要だということで、日本
対がん協会と協力して昨年
から各地でセミナーを開催
しています。
「がんを知る全
国フォーラム」も昨年から
手がけています。
アフラックのがん検診を
紹介します。健康保険組
合の人間ドックの制度で、
30歳以上の従業員と被扶
養者の配偶者が５つのがん
検診をすべて受けられま
す。原則、自己負担なしで
す。受診率は、関連会社も
含めてなのでちょっと低く
なっていますが、従業員が
企業の活動を説明する永江・アフラックがん対策推進室長

の中の一部が（がん検診）
受診促進企業連携事業に充
てられました。自治体が、
住民と接点の多い企業と連
携して、官民連携で受診勧
奨を、という事業です。
検診の意味とか早期発見
の重要性も伝えてた私たち
の活動が国や自治体のこの
動きのお手伝いができるん
じゃないかと、昨年から本
格的に全国の自治体に連携
を提案してきました。鈴木
室長には僣越ながら、私も
（アフラックの）がん対策
推進室長として、企業でこ
ういう組織があるところは
珍しいのですが、活動して
います。
今はがんに関する普及啓
発懇談会に参加させていた
だいています。職場でのが
ん検診受診率向上のための
がん検診企業アクションと
いう国家プロジェクトの推
進パートナー企業としても
登録をしています。私自身
もそのアドバイザリーボー
ドに参加しています。都道
府県政令指定都市をはじめ
全国の自治体と、がん対策
に関する協力関係を結び、
住民検診の受診率を上げる

アフラックという企業
としてのCSR（Corporate
Society Responsibility：
企業の社会的責任）を果た
そうと行っている活動を紹
介します。
例えば、がんで親御さん
を亡くされた方が奨学金で
高校進学を実現できるとい
う無返済の奨学基金。また
小児がんをはじめとする難

なくて、こういう活動も
共にやっているからこそ、
「仲間」なんです。
「プレミアサポート」と
いう、診療連携拠点病院の
相談支援センターの機能を
補完するような活動も始め
ています。看護資格があ
り、臨床経験を５年以上積
んだ方に、がん患者専門カ
ウンセラーという特別なプ
ログラムで育成し、診断か
ら納得のいく治療方針が決
まるまで患者さんと医師の

病の子どもの治療は、どう
しても病院が大都市に集中
するので、付き添いに宿泊
費や交通費がかかります。

コミュニケーションのお手
伝いをします。
こうした活動を行うため
に社員と従業員について

これを支援しようと、１泊
1000円で無制限で泊まれ

も、入社時に必ずがんにつ
いて学ばせるなど、教育制

るペアレンツハウスを大阪
に１棟、東京に２棟建設し
ています。
ソーシャルワーカーも常

度の拡充を図っています。
ほかにも直接的な啓発活
動があります。チャリティ
コンサートとか、がんに関

駐し、同じ悩みを持つ家族
同士が交流したり、患者さ

するセミナー、がん全般を
知る総合展（がんを知る

んの家族がみんな自宅にい
るような感覚で一緒に泊ま
れたり、料理ができたりと
いう施設です。すべて従業

展）といった展示。小児が
んのお子さんが描いたいろ
いろな絵画などの展示。
東京や大阪など大都市で

員と、アソシエイツの募金
活動で成り立っています。

行ってきたセミナーや展示
ですが、昨年から考え方を

代理店は保険募集だけでは

変えました。全国に情報は

取り組みを行っております。

奨学金や宿泊施設

約60%で被扶養者が約50%
になっています。
ただ、20代の子宮頸が
ん検診が漏れていますし、
喫煙者の喀たん細胞診が入
っていません。各検診それ
ぞれの正確な受診率が今把
握できるシステムもありま
せん。それから恥ずかしな
がら、研修教育はやってき
たのですが、どうしても治
療とか、がんという病気そ
のものの知識が大きくなっ
て、検診への知識が少ない
ことを痛感しています。
３カ年計画を立てまし
た。今年は社員の理解と意
識を高めようと、20代の
女性は、住民検診で子宮が
ん検診を受けてもらおうと
しています。受診率も把握
できるようにシステムを開
発しています。
社員を対象にアンケート
してみました。約4000人
で回収率が99%ぐらいあり
ました。啓蒙・啓発も同時
に進めていたためでしょう
けれど、５がん検診につい
ては半分以上、認識されて
いました。ただ、２年に一
度とか年に一度、40歳以
上という、対象年齢と受診
頻度あたりの理解はまだま
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だ少なかった。
中身について最も理解が
少なかったのが肺がん検診
です。胸のレントゲン検査
は必ず法定検診で受けてい
るのですが、あれが肺がん
検診になると理解されてい
ませんでした。乳がん検診
がマンモグラフィーと視触
診ということは男性も含め
非常に理解度が高かった。
がん検診を受けなかった
理由も尋ねてみました。ま
だ自分事じゃない、制度面
でまだ外れているというと
ころが大きい。4000人の
うち2800人ぐらいが20代、
30代なのでしようがない
かと思います。あとは、時
間がない。
心理的な不安。比率は小
さいのですが、女性の乳が
ん、子宮頸がんの検診で
は、心理的抵抗の比率が高
い傾向がありました。恥ず
かしい、痛そう、がんと診
断されるのが怖い。
企業の仲間に検診の受診
率を上げてもらうという取
り組みを行っています。今
年はがんシンポジウムを７
会場で行いました。企業数
で460、企業の福利厚生担
当の方で840人ぐらいの方
に来場していただき、自治
体、がん専門医、がん経験
者、我々のような啓発企
業、それぞれの立場からの
話とクロストークのような
ものを行って、啓発活動を
行いました。
感想をアンケートしたと
ころ、早期発見の重要性を
認識したとか、いろんな立
場から意見を聞けたとか。
ありがたいのは健保組合と
共同して取り組んでいきた
いとか、社内のたばこ規制
を強化しますとか、こうい
う気持ちを持ってくださっ

対 が ん 協 会 報

た福利厚生担当の方がいた
ことは喜びです。

受診はがんを知ることから

ますかという質問に、６割
が受けていると回答してい
ます。がんになったことが

がん自体を知っていただ
くのは検診受診の第一歩で

ある方に発見のきっかけを
聞いたところ、自覚症状が
あって外来でわかった人が

す。従来の展示の簡易版を
今年作成し、企業とか金融
機関の展示していただく活

46%、住民検診・職場検診
が34%でした。
がん経験のある方が考え

動を展開しています。自治
体との関係強化は2010年
８月末時点で都道府県単位

る、がんへの備え、上位三
つは何ですかという質問に
は、検診受診、がんに関す

では43、市町村を含める
と66自治体とがん対策に
対する関係を強化していま

る知識、経済的備え−が
挙がっています。

す。例えば県が講習会を
主催し、当社の従業員とか
アソシエイツが受講したこ
とで、○○県がん予防推進
員の任命をいただいている
ような形です。また一方、
我々の研修プログラムを評
価していただき、この研修
を受けた人を、がん検診推
進サポーターのような形で
認定してくれた県もありま
す。自治体と連携してイベ
ントを実施することも増え
てます。千葉県では、展示
は我々が提供し、県の予算
で検診車を呼んでいただき
ました。
そして、がん検診ダック
というイベント専用のツー
ルをつくりました。
「がん検
診を受けよう」と、ハート
型のタグがぶら下がってい
る携帯クリーナーです。あ
けると５年生存率の違いと
か、５がん検診が何かがわ
かるようになっています。
イベントに来場された方
にがんに関する意識調査に
も協力してもらっていま
す。６月までに１万3000
人ぐらいの来場者のうち
4000人ぐらいから回答を
いただきました。
がんになったことのない
方で、がん検診を受けてい

がん征圧月間の９月を中
心に全国の自治体でいろい
ろなイベントが繰り広げら
れます。大切なのは早期発
見とゆとりある治療です。
これほど勧められると検診
を受ける方が増えるはず
で、がんが見つかる方も増
えます。
アフラックとしては保険
会社としての企業の社会的
責任を果たすために、検診
とあわせて、本業になりま
すけれども、備えというと
ころも、うたわせていただ
いています。
最後に今後の取り組みと
企業からの提言ということ
でさせていただきます。
まず、がん検診の社会的
意義です。我々は35年間、
がんという病気、患者さん
と最も長く深く向き合って
きた企業の一つです。がん
をめぐる状況は時代ととも
に変わってきます。治療法
は進んでいます。総合的な
対策のもとになる法律も制
定されました。しかし、患
者さんとご家族の不安と
か、治療には何らかの経済

受けてしまった患者さんが
大勢いらっしゃいます。が
んの治療は最初の選択がと
ても大事であり、その後の
人生を変えるということ
を、ここにいらっしゃる皆
様はよくご存じのことだと
思います。ただ国民全体に
行きわたっているか、と
いうと、そうではありませ
ん。ますます啓発活動を進
めることが重要だと思って
います。

納得できる治療を選ぶには
例えばCMに出ている井
上怜奈さん。彼女はアメリ
カで20代で肺がんの宣告
を受けました。手術か、抗
がん剤・放射線の併用療法
か。彼女は後者を選びまし
た。５年生存率のデータで
は手術のほうがよかった。
でも彼女にとって一番大事
なのがスケートでした。肺
を切ってしまうと肺活量が
落ちて続けられなくなる。
まさに自分の人生を決める
選択をした。こういういろ
んな情報提供、治療選択の
お手伝いを含めた啓発活動
が重要です。
がんにはならないのが一
番ですが、発病する可能性
はだれにもあります。であ
れば、きちんと自分の納得
のいく治療を選択して克服
できる、そのためには早期
発見のための検診が重要で
あるとか、どんな治療があ
るかとか、さまざまな情報
提供が必要だと思います。
備えというのもその一つで
す。安心して納得のいく治

的負担が伴うことは昔も今
も変わらない、今後も変わ
らないだろうということも

療を受けられることが患者
さんのストレスを減らし、
免疫力も上げて、それはき
っと治療にも効果にも影響

経験的にわかります。
納得をしないまま治療を

するでしょう。
今後も情報発信基地を目

対 が ん 協 会 報
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以上としています。住民検
診での受診率は、全国から

手でお願いした
いと思います。

のが、早期発見の重要性、
検診の意義とか内容の理解
促進だと思っています。

自治体の方に出していただ
いているのを見るとまだま
だ厳しい状況です。例えば

実は適切にがん検診を受
けるのは法律で定められた
国民の責務ですよ、という

当社では６割ぐらいの受診
率があります。本当に職場
の受診率を正確に拾えるよ

松田一夫・福
井県健康管理協
会副理事長 先

ことも各方面で伝えなが
ら、まず国が進めているが
ん検診−がん検診はそも
そも健康で無症状な人が定

うになって、これをきちん
と融合させることができた
ら、国の受診率の実態は果

管理協会の松田
と申します。実
はたくさん質問

たして今どうなのか。現実
的なマイルストーンとして
今置くべき目標は本当は何
%なのか。こういう点につ

がありますが、
私だけしゃべってもしよう
がないので一つだけお聞き
したいと思います。これは

いて、企業の活動としてお
手伝いができればいいなと

鈴木室長と永江さんに対し
ての質問です。

思っています。
先ほど松岡さんが、いろ
んな連携のことを話されま
した。こういう企業がござ
いますので、ぜひ企業との
連携というものも視点に入
れて、もっともっと民間の
知恵、力を活用していただ
いて、日本全体ががん対策
に向かっていけるようにと
いうことを提言させていた
だきたいと思います。ご
清聴ありがとうございまし
た。
（拍手）
司会 永江さん、ありが

私は、がん検診の受診率
を向上させるために職域企
業へのアプローチは非常に
重要だと思います。それは
なぜかというと、フェー
ス・ツー・フェースで受診
勧奨するのに有効なのは職
域だと思っています。それ
は間違いない。そこでがん
検診を提供する、もしくは
提供できなくてもその方た
ちに受診の必要性を説明す
る、その方を通じて家族の
受診勧奨をする。それは実
は非常にいいやり方じゃな

期的に受けるものですよ
と。死亡率を下げることが
目的なんですよ、だからそ
のために国が定めているの
はこの五つなんですよと。
肺がん検診は胸部エックス
線ですよ、大腸がん検診は
便潜血検査ですよ、あれは
蟯虫（ぎょうちゅう）検査
じゃないんですよとか、本
当に知られていないことが
いっぱいあります。
唯一、住民検診と職域健
診で受けた方の受診率を合
わせて推計できる調査と位
置づけられているものに国
民生活基礎調査がありま
す。でも、まず国民が、が
ん検診が何かというものを
知らない限り、その調査の
信憑性もずっと怪しいので
はないか、と思います。ま
ずはやっぱりがん検診を知
ってもらうこと、がん検診
を知ることで自分が受けて
いるという事実がわかると
思います。
国は受診率の目標を50%

総

合

生方、ありがと
うございまし
た。福井県健康

とうございました。私たち
対がん協会は啓発を進めて
いかなければいけない団体
ではあるのですが、今の永

いかと思います。
そこで女性特有のがん検
診無料クーポン券を私は非
常に評価をしています。受

江さんのお話は私たちへ
の、もっと頑張れという励
ましと受け止めさせていた

診間隔が５年ごととか、こ
れまでの受診の経緯を無視
していることには非常に問

だきます。

題があるのですが、それで
も働いている、働いていな
いにかかわらず、対象年

討

論

司会 第二部の討論に移
らせていただきます。４人

策推進室のお２人の室長と
か、どうして今日は今野先

の講師の先生方の講演を聞
かれて、質問はいかがでし
ょうか。
（厚生労働省、アフ

生はワクチンのことをあ
まり話さなかったんだろう
か、とか、いろいろと疑問

ラック）それぞれのがん対

があるかもしれません。挙

齢のすべての人たちに市区
町村がクーポン券を送付し
た、それは非常に大事な点
だと思います。

検診の実施主体は？
そこで質問です。職域、
働いている人、就労者に

質問する松田一夫・福井県健康管理協会副理事長

指していろんな取り組みを
していきたい。特に大事な

（ 17 ）

対するがん検診を提供する
義務は一体だれが負ってい
るのか。アフラックのよう
なところは職域で提供でき
ると思いますが、そうでは
ないところがあると思いま
す。健康増進法ではそれは
市区町村の義務になってい
ると思いますが、厚労省の
考えとしては、働いている
人のがん検診はだれが提供
すべきなのでしょうか。そ
れは市区町村の義務でしょ
うか。いかがでしょう。
司会 鈴木室長いかがで
しょうか。ちょっと難しい
質問かもしれません。
鈴木 働いている方たち
のためのがん検診提供の体
制、提供者ということです
が、基本的には、健康増進
法の中では国民に対して、
いわゆるがん検診について
自治体が提供する努力業務
を課しているということで
あれば、対象を国民とい
う枠で言っているのであれ
ば、それは働いている人で
あろうが働いていない人で
あろうが、もっと言えば組
合健保や協会健保に入って
いる人であろうが国保の人
であろうが、それは自治体
に提供する責務があると思
っています。
もう一つ重要な点は、ど
うしてこういうふうになっ
てくるのかというのは、特

（ 18 ）
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定健診との関係が非常に強
くなってきて、保険者が行
うべきなのかというもう一
つの観点が出てきてしまう
というのは否めない。つま
り自治体は住民に対して健
診を行うという一方で、い
わゆる保険者として、国保
を対象としているというと
ころもあります。それ以外
のところは会社いわゆる従
業者として健保組合、協会
健保といったところが特定
健診を行っている。けれど
も、がん検診については対
象になってないということ
があって、そこが非常にわ
かりづらくなっているとい
うところがあります。
ただ、一義的に制度上か
ら言うのであれば、先ほど
のご質問であれば、やはり
自治体、市区町村が提供す
るということが一つの筋だ
ろうと思っています。
松田 市区町村はもっと
働いている人にもアプロー
チをしないといけないとい
うことでよろしいでしょう
か。
鈴木 はい。
松田 わかりました。あ
りがとうございます。

啓発は市町村の役目？
千葉洋志・岩手県対ガン
協会専務理事 関連いたし
ますが、私はこの表題を見
て、それから先生方のご報
告を概して聞きますと、検

診機関も啓発活動に力を入
れなきゃいかんように聞こ
えるんです。今のご質問と
の関連で、私は啓発活動の
主体はやはり基本的に市町
村だと思います。法律が
云々じゃなくて、もし特定
健診が保険者というふう
制度改正して
に−この間、
国民が右往左往している実

対 が ん 協 会 報

態はご存じだろうと思いま
す。そういう意味で制度の
見直しを含めて、がん検診
の啓発主体、実施主体は当
然に市町村だと思います。
がん検診率等を調べてみ
ると、老人保健法の時代に
市町村がこぞって検診率を
競った時代は今と比べて非
常に高かったのです。とこ
ろがその後、介護等に市町
村が人を割かれ金を割かれ
ることによってがん検診は
二の次になってしまった。
そして市町村の保健師さん
の主力は介護のほうに回っ
てしまったのが実態だと思
います。
もう一つは当然に予想で
きたことですが、小さな市
町村ほど受診率は概してい
いのです。それは保健師さ
んたちが１対１、フェース
対フェースで住民に検診の
勧奨をする、受診の勧奨を
するという関係が定着して
いたからです。小さな市町
村が大きな市に合併される
実態をつぶさに見ています
と、間違いなくその地区の
受診率は低下しています。
それはなぜか。今まで保健
師さんたちは日常的にきめ
細かい住民の啓発活動をし
ていたのが、いわゆる「お
役所仕事」のように手を抜
く結果、受診率が激減して
いる。こういう実態をおわ
かりですか。
検診機関が啓発しなきゃ
いかんということがしきり
と言われております。啓発
することもいいのですが、
やはり最も基本的な組織で
ある市町村が啓発を行うべ
きじゃないか。健康にかか
わる検診を啓発できないと
いうのはおかしいと思いま
せんか。問題提起をいたし
ます。

意見を交わすパネリストのみなさん

司会 ありがとうござい
ます。鈴木さんに聞いてい
いでしょうか。
鈴木 確かに小さい自治
体ほど、住民の方々の顔が
見えるという面で検診率が
高いのは、今の統計のデー
タからも私どもも把握して
います。普及啓発という観
点から申しますと、確かに
自治体が個別に一人ひとり
に対して啓発するというア
プローチの方法は確かに非
常に有効だと思います。た
だ、そのときにほかのとこ
ろが啓発しなくていいのか
という話にはならないと思
っています。
従いまして、いろんなと
ころが主体となって国民の
方々に言っていかないと、
がん検診の受診率が向上し
ていかないのではないか。
もちろんのこと検診機関の
方々についても、はっきり
言いますと顧客といいます
か、サービスを受けていた
だく方々に対してのサービ
スの一環ということにもな
りますので、そういった中
での普及啓発というものも
やはり重要ではないかと思
っています。

啓発はみんなで
ここでどこがやらなけれ
ばいけない、だれが主体に
やらなければいけないとい
う議論というよりも、皆さ
んでやっていかなければ受
診率は上がっていかないん

じゃないかというのが私の
結論です。
司会 ありがとうござい
ます。確かに対がん協会が
グループの皆さんの協力を
得て調査したアンケートに
よりましても、やっぱり個
別に丁寧に勧奨している自
治体と、そうではない自治
体においては受診率にかな
りの開きがありました。
そういった中で実際に先
ほど松岡さんは非常に丁寧
な受診者の方たちへの啓発
並びにフォローアップをさ
れていることが報告されま
した。丁寧ですが、非常に
手間のかかることでもあり
ます。現場から、何でここ
までしなければいけないん
だというような声は出ない
のでしょうか。
松岡 私たち鹿児島の検
診機関では44万人のがん
検診をしていますが、６人
の保健師でそれぞれ一つず
つ、がん検診を担当してい
ます。いろんな業務の合間
に１人で100例近くフォロ
ーする受診者を持って、こ
の方は何月ごろに手紙を出
さなくちゃという形で常に
フォローしながら受診勧
奨、生検受診勧奨をしてい
ます。そこが私たちにとっ
ては命だと思っています。
精度管理。がんを発見し
てそして生検受診率を高
め、そして医療管理下ルー
トに乗せる。死亡率減少の
ために治療していただく。
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そういったことが検診機関
にとって命だと思っていま

なかなか難しいです。メッ
セージをシンプルにして、

す。手間暇がかかります
し、時間もかかります。マ
ンパワーもかかりますしコ

大人になったらがん検診を

ストもかかりますが、やは
り対がん協会の支部として
精度の高い死亡率減少効果
のある検診をするというこ
とで、そこは非常に大事に
実施しているところです。
司会 わかりました。あ
りがとうございます。今お
っしゃられたような、検診
というのは一体何のために
受けるのかということの理
解の促進。検診は単に検査
を受けに行くだけだと理解
してもらっては受診率の向
上はなかなか難しいのでは
ないか。さっき永江さんの
お話の中に、健康なときに
検診を受ける、それがその
後どうなっていくかという
ことを考えた一連の流れの
理解が必要ではないかとお
っしゃっていました。そう
いうところを今野先生、何
かご意見を。

学校でがん教育を

受けましょうということを
中学や高校で伝える。
これは厚労省の仕事では
なくて文部科学省の仕事だ
と言われてしまうかもしれ
ませんが、本当にシンプル
なメッセージでいいと思い
ます。さっき報告されたア
フラックの活動でも同じだ
と思います。そして大人に
なったら検診を受けなきゃ
いけないんだ、受けないと
私が損するし、家族も悲し
い目に遭うと。
日本の子宮頸がんもほか
もそうですが、だいたい検
診の受診率は20%です。イ
ギリスは80%です。つまり
全く反対です。みんなが受
けているのにあなたは受け
てなくて大丈夫なの？とい
う状況なわけです。日本だ
と周りに聞いて、
「受けて
ない」
「受けてないよね」
「こ
れでいいよね」、これが当
たり前だと。つまり一番大
事な、生きていくための教
育を子どものときにちゃん

今野 それは非常に大切
なことです。まず今日は検
診機関という立場で参加さ
れていらっしゃると思いま

としてあげる。
病気のことをたくさん教
えるのはとても難しいと思
います。大人になったら検

すが、それ以外のいろんな
立場でご活躍の皆さんがい

診を受ける。ついでにワク
チンのことも言えば、ワク

らっしゃると思います。特
に僕がお願いしたいと思う
のは、学校でぜひ検診とは
何かということを教えてい

チンも子ども、大人の適切
な時期に適切なワクチンを
受ける。この二つだけで随
分と不幸を避けて生きてい

ただきたい。
例えば高校生に、胃がん

けるという、子どもたちに
とっては強い武器を持たせ

検診はこうやっています
よ、子宮頸がん検診はこう
やっていますと教えたら彼
らは必ずわかります。中学

てあげることになる。それ
が大事だと思います。
司会 永江さんのところ
でそういう自治体との連携

生でもわかるかもしれませ
ん。がんのことを教えるこ

を先ほど幾つか紹介してい
ただきましたが、学校への

とも大切かもしれませんが

取り組みはいかがでしょう
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か。
永江 はい、東京都と一

が、全国に同じようなこと
ができるかというとなかな

で参加する大イベントで
す。そこでがん教室を開催
し、検診の話もしました。

ね。よく検診率の問題でさ
れるのは、アメリカにしろ
ヨーロッパにしろ、とに
かく80%とか70%とか、け
たが、オーダーが違うわけ

緒になってサンケイキッズ
フェスタというイベントを
行いました。夏休みに親子

親子で聞いてもらうんで
す。これからはそういった
ものを少し強化しようとい
う方向で、がんの教材をつ
くることを支援していこう
と考えています。
昨年は特に自治体も受診
率向上というところにフォ
ーカスしていたのですが、
次に教育ということが必ず
出てきています。大阪府と
は今、特にそういう話もし
ています。例えばいろんな
段階、高校とか女子大で子
宮頸がんの啓発をやってみ
ようとか、学園祭でそうい
うイベントをやってみよう
とか、具体的な話も出てき
ています。
司会 日本対がん協会も
がん教育基金を設けて、主
に中学生にがんについて教
えていこうという取り組み
を今年度から始めていま
す。しかしながら教育委員
会の方々に理解していただ
くのが難しい面もあるので
はないか、と心配されま
す。地域に根差した活動を
されている皆さんから声か
けていただければ、こちら
からも出向いて活動に関し
て説明して参りたいと思い
ます。

必要な欧米の情報
武藤徹一郎・癌研有明病
院名誉院長 日本対がん協
会の副会長として質問しま
す。松岡さんのところ、そ
れから永江さんのところも
大変努力されて立派です

かそうはいかないですよ

です。どうしてそんなに高
くなっていくかということ
を、実はこのノウハウがよ
くわかってない。ちゃんと
調べてもいない。
いろいろ聞くところによ
ると、いろんなインセンテ
ィブを与えたり、いろいろ
な工夫をしたりしているよ
うです。ただ「やりなさ
い」と言ってうまくいって
いるのではなさそうです。
「なさそう」というのはは
っきりした情報を持ってな
いからです。今、厚労省の
鈴木さんはどういう仕組み
をやっているかというのは
恐らくご存じないと思いま
すが、ご存じだったら皆さ
んに教えていただきたい。
その中のいい方法があれば
それを利用すればいいと思
います。
やっと去年、ほかの対
がんの研究費で（やって
いる）祖父江班（「がん罹
患・死亡動向の実態把握の
研究班」）というのがあり
ます。彼らと恐らく厚労省
の方もそのためにヨーロッ
パに視察に行っています。
やっと去年行ったというの
は非常に遅いと思うんです
ね。10年前に行っていれ
ばいいと思うんですけれど
も。そのリポートはきちん
としたものは出ておりませ
んが、何か彼らがやってい
るような仕組みが必要で
す。利用できることは利用
したほうがいいんじゃない
か。ちょうど明治維新のと
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きに政府がやりましたね。
それと同じことだと思いま
す。それがまず一つ、情報
がちょっと足りないんじゃ
ないかというのが私の感想
です。もし何かご存じだっ
たら皆さんにお伝えいただ
ければ大変参考になると思
います。
司会 ありがとうござい
ます。先生方、いかがです

対 が ん 協 会 報

ョナルヘルスサービスで検
診も医療も一括して行われ
ています。検診のことに関
して言うと、どの地区にど
ういう住民がいて、いつ検
診を受けているかというの
をナショナルヘルスサービ
スによって把握されていま
す。その情報は地区を担
当するGP（かかりつけ医）
が持っています。そして

念な結果になっています。
司会 単に、と言うと語

率が本当に高いのか低いの
かというのは判断するのが

弊があるかもしれません
が、単に声を大きくして
「検診を受けましょう」で

非常に難しいと思っていま
す。これはもうちょっと分
析しないと公表はできない

は、多分、検診の受診率は
上がらない。何らかのいろ
んな多方面からのインセン

と考えています。
司会 対がん協会の調査
でも節目年齢の方の受診者

ティブをうまく使っていか
ないと、きっと50%を超え
るというのは難しいような

数は、これも皆さんのご協
力を得て調査しました。そ
の結果は、子宮頸がんだ

気がします。
先ほど鈴木室長はじめ、
みなさん、無料クーポン
券のことをお話されていま

と2.6倍、受診者数がふえ
ています。これは無料クー
ポン券を配られた世代でそ
れだけ増えたということで

した。検診を無料化すると
いうのはかなり大きな対策

す。乳がんの場合も1.8倍
になっています。やはりク
ーポン券の効果はかなりあ
ったという印象です。

か。アメリカでの状況ない
しはヨーロッパでの状況を
ご存じであれば。
鈴木 そのレポートを読

GPには、そこの地区の子
宮頸がんなら子宮頸がんの
患者さんの受診率が決まっ

診の受診率が上がっていく
か。確かにヨーロッパ等は
非常に高いという話があり
ます。例えば一つの方法論
としては制度的な問題にな
りますが、いわゆる医療保
険の中でやっているとか、
保険会社がそれを勧めてい
るとか、いろんなやり方が
あると思います。
我が国においてどういう
やり方の自治体が高くて、
どういうやり方の自治体が
低いのか。この間、日本対
がん協会が調べた中で、い

診率が上がるとボーナスみ
たいなものがもらえるとい
うインセンティブを与えて
います。
基本的にイギリスでは、
風邪を引いたときでも何に
なったときでも、まずGP
にかかります。そのときに
GPから「あなた、検診を
受けてないんじゃないの」
と指導されることがありま
す。それからさっきの鹿児
島県みたいに、受けてない
方には直接そのGPと連動
している保健師さんのよう
な方から、
「検診を受けま

だろうと思うのですが、無
料クーポン券の効果につい
て、厚生労働省で調査をさ
れたと伺っていますが。

鈴木 はい、ただ、今回
の調査については解釈が非
常に難しいのです。あくま
でも受診率を調べたのでは
ないという前提でお話しさ
せていただきます。
今回の無料クーポン券に
ついては節目年齢の対象者
全員に対してお配りして、
それがどれだけ利用された

今野 実際には例えば東
京都内は半分ぐらいの区は
既に無料です。にもかかわ
らず、お金がかかるという
言いわけをして受診されな
い方は結構多いのです。だ
けど無料クーポンというこ
とと情報が直接本人に渡っ
たということが、今回の措
置は非常によかったのだと
思います。
例えば軽井沢町の例で最

しょう」と電話がかかる、
といった対策をやってい

かということがポイントに
なります。必ずしもがん検

近聞いた話です。無料クー
ポンとは別に全年齢を無料

て、どういう地区でどうい
う人の検診受診率が低いか
というようなことも把握さ
れています。

診受診率とは一緒ではあり
ません。まだ全部の自治体
から返事が来てないので今
日はデータとしてはお示し

にしたところ、去年までは
4.6%だったのが18.3%にな
ったと。３倍以上です。だ
から無料ということも住民

日本もまさしく市町村レ
ベルであればやろうと思え

しませんでした。95%ぐら
いの回答の中で、子宮頸が

の方々の心理をくすぐるの
だと思いますが、それに付

ての意味があります。こう
したところが今後どう影響
してくるのか、きちんと分

ばできることだと思います
が、そこまでの努力を怠っ
ていたということ。さっき
のご発言のように、数十年

析しなければいけないだろ
うと思っています。

前に非常に情熱を持って検
診を勧めていたころは行わ

んでは２割強、乳がんでは
２割５分という利用率が上
がってきています。
これに加えて、ご自分で
受診に行ったり、ドック

随する情報が届くというこ
と、付加価値があるのだと
思います。
司会 無料クーポン券等

んでないのでわからないの
ですが、どうすればがん検

わゆる個別勧奨していると
ころは受診率が高くて、個
別勧奨してないところの受
診率はそうでもないという
ものが出てきています。
昨年度から実施していま
す、いわゆる女性特有のが
ん検診の無料クーポン券
は、個別に案内状の受診券
が届くという個別勧奨とし

英は受診勧奨に動機付け
今野 イギリスは、ナシ

た率より低い場合には、使
った検診の費用が支払われ
ず、ある程度以上、検診受

れていたかもしれないけれ
ども、その情熱や制度構築
がうまくいかないという残

無料クーポン券の使用状況

個別通知の大切さ

等、会社でも検診を受けた

については、先ほど鹿児島
の松岡さんからも受診者の

りしたが上乗せされて最終
的な検診率になるのだろう
と思っています。この利用

方の感想が報告されまし
た。特に主婦は自分の子ど
もや夫のことであれば背中
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を押すけれども、自分はな
かなか行かない、後回しに

松岡さんは、自治体も、財
政難の中でいろいろ苦労さ

ています。市町村では今年
はかなり数倍の、去年はよ

分の１ということを出し
て、いま調整をかけていま

してしまう、ということが
言われていますが、無料ク
ーポン券で随分行動が変わ

れているというお話をされ
ていました。

かったので今年は３倍以上
とか、結構額もでかく出し
てきているところがござい

す。去年やってなかったけ
れども今年やるという自治
体もある半面、去年はでき
たけれどもやっぱり今年は
できないというような自治
体も、入れかえみたいな形

財政難の中で工夫する自治体

られましたか。
松岡 鹿児島県でも無料
クーポン券で受診者が非常

松岡 市町村を回ってみ
ると、いま鹿児島県で平成

ます。そこは最初、前年の
実績を見て再配分させてい
ただいたというところで

に伸びております。先ほど
鈴木室長からもお話があり
ましたが、市町村からも、

22年度にこの無料クーポ
ンを使っての検診はちょっ
とできないかなというとこ

す。別に低くしているとい
うわけではなくてというと
ころだけは弁解させてくだ

であることは確かです。

個人通知にしたというのが
非常によかったという話を
聞きました。
無料という検診料金だけ

ろがありました。去年は全
額負担だったので実施でき
たのですが、この２分の１

さい。
司会 わかりました。あ
りがとうございます。これ

今野 さっき武藤先生か
らのご質問にあったものと

のことですと、全部の検診
を無料にしているという自

の補助さえも今年はちょっ
と難しいかなという声を聞
きました。

は鈴木さんに質問です。そ
うすると無料クーポン券に
ついては自治体によって、

治体が平成21年度に鹿児
島県は２つありました。で
もそこの担当者にお話をお
聞きしたら、
「無料だけで
はなかなか受診率は伸びな
い、それに付随して何かな
いと」ということでした。
今回の無料クーポン券は個
別通知でした。そしていろ
んな方にお話をお聞きする
と非常にお得感があった。
何か得だということに非常
に飛びつきやすい。ふだん
はこれぐらいかかるのが今
回は無料だよと。

それから８月に国からお
りてきた予算を見ると、実
際に自分たちが２分の１と
いうことで申請した、その
予算の半分しかおりてこな
かったということで、実際
に今後の検診をどうやって
回していこうかという市町
村の声もありました。
司会 ということは４分
の１しか、届かなかった
と。
松岡 そうですね、８月
に実際に回ってみると…。
鈴木 予算の配分につい

もともと無料にしている
市町村については、お得感
が伴わなかったりします
が、そういった個別通知に

ては前年の受診率、利用率
をもとに出させていただい

「うちはそれはしない」と
か、そういうふうなことは
可能ですか。
鈴木 あくまでも補助事
業ということになりますの
で、実際に昨年は26自治
体がこのクーポン券を使用
していませんでした。た
だ、実施をしてなかったと
いう理由に、既に全部無料
化しているからという自治
体もあります。また時期が
ちょっと遅かったというこ
ともあります。すでに検診
が終わった後だったという
自治体もありました。
ただ、今年もう一回、２

先進国の多くは無料

また関連します。結局、主
な先進国は検診費用は無料
を前提とするところが圧倒
的に多いのです。日本のよ
うに市町村によって1000
円だったり5 0 0円だった
り、場合によっては3000
円負担というところもある
わけです。弱小の財政規模
を持っているところのほう
が一般に費用を高く取って
いるところがあって、東京
都のように非常に裕福な区
が集まっているところは、
ただとか500円とかとなっ
ています。
子宮頸がん検診であれば
大体１回の検診にかかる費
用は6500円です。それを
自治体と個人でどういうふ
うに分けるかということに

したということ、そしてお
得感があったといったのが
影響して、この無料クーポ
ン券で受診者が伸びて、し
かも初回受診者も非常に増
えました。大きな効果があ
ったように思います。
司会 ただ、今年は去年
のような形ではなくて、自
治体がその無料クーポン券
に関して、去年度は全額
国負担で10分の10の補助、
今年は２分の１の補助とい
うことに変わった。先ほど

学校でのがん教育の大切さなど幅広いテーマで討論されたシンポジウム
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なっています。その6500
円の費用というのはどこの

今野 それでいうと、例
えば僕がさっきアメリカで

昇させるためには金がかか
るんだという意識が必要じ

していかなければいけない
問題ではないかと思いま

市町村においても全国ほぼ
一律であるわけです。それ
に対して一律に補助をする

は３年ごとの検診でいいん
だと言いました。ガイドラ
インではそうなっていま

ゃないでしょうか。
「ただ」
「ただ」と無料クーポンば
かりを喧伝されたら、一般

す。いかがでしょうか。
鈴木 確かに私のスライ
ドの中で、いつでもどこで

ということを多くの先進国
がやっている。
ただアメリカに関しては

す。でも今まで毎年受けな
ければいけないと思ってい
た人たちは、もう来なくて

の人の検診というものに対
する意識、なじみが薄れて
いくのではないか、と危惧

も受けられるがん検診とい
うのは、多分理想論だと思
います。医師不足等地域の

別です。アメリカはいわゆ
る生命保険会社に入って、
そのパッケージの中に検診

もいいからと言われても毎
年受診するという状況で
す。日本とは別の苦労をし

されます。
だからやはり自分の命を
守る、健康を保持するため

実情というのはさまざまで
すので、それを全部の自治
体に求めるということは多

が入っていますし、生命保
険に入れない低所得者はメ
ディケード、メディケアで
無料で行われています。

ているということが言われ
ています。

には金がかかるんだと。サ
プリメントに使う１万円を
検診に使いなさいというよ
うな物の考え方ができるよ

分不可能と、私もそのとお
りだと思います。
ただ、できるようなとこ
ろ、特に大都市圏のような

司会 ありがとうござい
ます。各国の制度によって

佐藤篤彦・京都がん協会
専務理事 私は京都がん協

うな指導を行ってもらいた
い。あんまり無料、無料と

ところに合わせるとか、い
ろいろな考え方があると思

は言わんほうがよろしいと
思います。

いますし、その地域の住民
の行動様式、生活様式も違
うと思います。地域の実情
に応じた提供体制も構築し
ていかなければいけないの
ではないかと思います。そ
ういった意味で、あれはキ
ャッチフレーズみたいなも
のなので、全国あまねくと
いうふうには私もそこまで
いかないと思います。
司会 そういったときに
医師不足を解消する一つの
方法というか、これは検診
機関に医師を探すように求

事情が異なりますよね。永
江さん、アメリカとかヨー
ロッパの国々の状況につい
てもしご存じであれば。
永江 さっき発言すべき
でしたが、アメリカの会社
なのでよく聞かれます。全
国の自治体様を回る中でこ
の質問はとても多くて、本
社のほうに聞いたりしてい
ます。私が聞いている限り
では、教育はまず日本より
も進んでいるということ、
政府公告的なものによるマ
ーケティング的な啓発活動

健康は自分で守る教育を

会の佐藤と申します。専門
は呼吸器内科です。座長か
ら先ほど検診が無料化でき
るのではないかというお話
がありますね。私は実は胸
部が専門ですから、肺がん
検診が従来の結核検診を通
じて検診費用は要らないと
…。しかし臓器によってこ
の検診の値段がまちまちで
ある。その無料クーポンと
いうことは検診全部が無料
であればいいですが、市町
村あるいは検査機関によっ
て違うと。

も、もうちょっと国とか州
を挙げてのものがあると。
啓発も進んでいるというこ
とです。

たばこを例にお話ししま
すと、たばこを値上げした
らやめる人がいる。人に迷
惑をかけるとか、自分の健

私はまだ確信が持てなく
て調べ切れてないのです
が、先生のお話からもしか

康を保持するとかいうた
めにやめるのではないの

したらそうなのかなと思い
ました。社会保障の背景が
全然違いますので、自助努
力をする中で検診を受ける
ことの重要性とか、また保
険を入るに当たってもそう

です。だからイギリスは
1000円になっている。そ
の半面、検診を受けずに何
をしているか。日本の場
合、サプリメントは１人
１万円使っている、と言わ

いったことが条件として設
けられている可能性があり
ます。そういったところも

れている。
がん検診で安心を得るた
めには自己負担が要る。検
診はすべて無料というんじ

後押ししているのではない
かなと思っています。

ゃなしに負担も要ると。自
分の健康守る、QOLを上

医師不足の中で検診は
司会 ご指摘のとおり、
自分の健康は自分で守ると
いう教育も非常に大切なこ
とです。
先ほど鈴木室長のほうか
ら、がん検診はいつでもど
こでも受けられるようにと
いうスライドで出されてい
ました。確かにそれは非常
に理想的ではあるのです
が、いま、対がん協会グル
ープの提携団体では医師不
足に直面しています。先だ
って、北海道で聞きました
が、釧路、根室地域では産
婦人科医のいる病院は釧路
にしかないと。根室には開
業医はいなくなって、非常
に広いエリアでお産をする
のも命がけだといったよう
な状況に陥っている。そう
いうところで、いつでもど
こでも受けられる検診とい
うのは非常に難しいと。
こういったときに一体ど
ういうふうな形で考えてい
ったらいいのか。これは別
にすぐ答えをというわけで
はないのですが、今後検討

める自治体もあるようで
す。自治体のほうでも、医
師を探していただくような
協力というのはできないも
のなのかなと、
思いました。
乳がんの検診を例に挙げ
させていただきます。去年
のシンポジウムでも少し意
見が出ていました。視触診
は果たしてどこまで必要な
のかという問題です。こう
いったこともやっぱり考え
ていかなければいけないの
ではないかと思います。そ
れと、これも松岡さんとお
話ししていたのですが、鹿
児島ではいくつかのパイロ
ット的な取り組みがあると

		

お聞きしました。それを紹
介していただけますか。
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す。
司会 ありがとうござい

松岡 乳がん検診の視触
診ドクターが非常に不足し

ます。受診環境改善のため
にはもちろんそれは科学的
な根拠に基づかなければい
けませんが、検診の中身も

ています。鹿児島県では平
成12年に40歳代からとい
うことで乳がん検診を始め

見直していく必要があるん
じゃないかという印象があ
ります。今野先生、先ほ

ましたが、そのときからパ
イロットスタディーとして
マンモグラフィーのみの検

ど、イギリスでは子宮頸が
んの検診はもちろん家庭医
の下でのことなんでしょう

診というのをしています。
県が市町村に呼びかけ、モ
デル市町村として実施して
おりました。

けれども、看護師さんとか
助産師さんが検体を採取し
ていると聞きました。

マンモだけの乳がん検診

平成 1 2 年から平成 1 9
年までで、平成12年は２
市町村でした。平成19年
までで44市町村。いまは
１万6000人が受けている
ところです。これが２万人
とか受診者数がふえてくる
と、がん発見率に関して視
触診とマンモグラフィーと
の比較ができるのではない
かと思います。そういう意
味でいま、パイロットスタ
ディーということでマンモ
グラフィーのみの検診をし
ています。
それから、鹿児島市は
6 0万人都市なのですが、
やはり視触診を担当してく
れる医師が不足していま
す。マンモグラフィーと視
触診と一緒に検診をセット
して行うということが難し
くなっています。そのとき
に分離方式ということで、
産婦人科医が視触診をし
て、その後受診券を持って
マンモグラフィーのみを受
けるという別日程で受ける
という検診もしています。
でもこれにはちょっと問題
点がありまして、どうして
も視触診だけ受けてマンモ
グラフィーを受ける方が少
ないということがありま

今野 細胞診、スメアを
とる人をスメアテイカーと
言います。世界的にいう
と、細胞診をとっているの
が産婦人科医に限定される
というのは、日本とアメリ
カぐらいだと思います。ほ
かの国々はかなり多くを看
護師や助産師がやってい
ます。イギリスにおいては
GP（家庭医）のところに
いる看護師がやることも決
して珍しくはない。今、女
性たちは女医を希望して、
私のような男の医者に子宮
頸がん検診は嫌だという方
もいらっしゃるわけです。
スウェーデンでは助産師の
仕事として検診が行われて
います。
日本でそれをやることが
いいかどうかというのは非
常に難しいことがあると思
いますし、女性の中でもナ
ースではなくて医師にとっ
てほしいという方もいると
思いますので、簡単ではな
いのです。けれどもあくま
でも細胞をとるという業
務だけは、必ずしも医師で
なくてもできるかもしれな
い。さっき私は、もし受診
率が上がった場合には検診
の効率化も考えなければい
けないというお話をしまし
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た。そのスメアテイカーあ
るいはマンモグラフィーと

鈴木 今のお話の中では
がん検診そのものの制度論

かそういうことも含めて、
だれがどのように、といっ
たような医療資源の有効な

の話もございますが、医療
提供のあり方というもっと
非常に大きな話も含まれて

利用法ということも考える
必要があると思います。
司会 産婦人科の開業医

いると私は認識しました。
これはどちらかというと担
当室だけというよりも、全

がいなくなったような地域
で、産婦人科の先生に検体
を採取してもらうというの

省庁を巻き込んだ形になら
ざるを得ないという問題も
含まれていますので、どこ

は非常に難しい状況です。
そうったところでは、さっ
き鈴木さんがおっしゃった
地域の実情に応じてという

まで私ができるかどうかわ
かりませんが今後検討して
いきたいとは思います。

ものを少し拡大して解釈
することにもなるかもしれ
ないのですが、何か特例的
なものを認める方向も考え
られるのではないでしょう
か。
今野 最初に検診のバス
のお話をしました。私も自
治医大で僻地の勤務をして
おりましたが、年に２日し
か検診バスが来ないという
ような自治体がたくさんあ
るわけです。そういうとこ
ろで受診率を上げようとい
ったってそれは無理でしょ
うということもあるかもし
れません。

検診内容考える検討会を
司会 受診環境の整備と

いう面では、検診機関だけ
ではとてもできないことが
多々あって、これはぜひ鈴
木さんのところでも尽力し
ていただければと思いま
す。これはまた厚生労働省
だけでもできない問題もあ
ろうかと思います。近い将
来の日本のがん検診のこと
を考えていくという意味
で、ぜひ検討会というか勉
強会のようなものをつくっ
ていただけるといいだろう
なという気がしますが、い
かがでしょうか。

企業の社会貢献活動
司会 企業の立場から社
会貢献活動として、永江さ
んのところはがん保険を扱
ってらっしゃる、だからが
んについて知ってもらうと
いう意味での活動、情報提
供というのが社業と非常に
不可分だと思います。企業
の立場で自治体と連携する
場合の難しさはあります
か。国が事業をつくってく
れたからまたやりやすくな
ったと思いますけれど、最
初のころはかなり困難もあ
ったのではないかと思いま
す。
永江 そうですね。ああ
いう制度をつくってくださ
ったこともあって、既に私
どももほぼ全都道府県とそ
ういう関係を結んでいま
す。小さな町の単位までも
そういう関係を結んでいる
自治体もあり、本当に時代
も進んできたと思います。
けれども、この活動をやり
始めた当初は公共団体と民
間企業、営利活動をしてい
る企業ですので、当然なが
ら相入れないところはあり
ました。
企業として我々はCSR、
もちろんビジネスとして営
利活動もする一方で社会貢
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献活動にも取り組むのです
が、それがすぐに理解をさ

今、がんという病気を経験
されただけの方が、一般の

が押しつけて何かをしろと
いうのではなくて、企業が

れなかったケースが多く
て、何か営利目的に結びつ
けられるんじゃないかと懸

方とは違う、苦労とか負担
とか工夫を強いられて生活
されているとか、それ自体

自主的に行っていただく
のをサポートするというの
が、今回の企業アクション

念されるところは少なから
ずありました。
関係を結んでから、自治

も知られない。
これは企業側の不理解と
いう責任もありますが、恐

の基本的な考え方になって
います。
企業アクションの事務局

体からの情報を我々のネッ
トワークを使っていろんな
地域に、その地域の隅々ま

らく日本社会の縮図で、社
会そのものがそうなのでは
ないでしょうか。企業発信

の中でも、企業のがん検診
受診率がどう変化したかと
いうことが、活動の指標と

で届けることに取り組んで
いるのですが、そこが営利
活動に結びつかないように
ちゃんと指導できるかとい

で少なくともそういったと
ころから１人でも多くがん
について知る、がん患者さ
んとかご家族の実態を知

して非常にわかりやすいも
のですので、調査してはど
うかというような話は出て
いると聞いています。

ったことは、必ず言われま
す。

る、そういうところから変
えていかないといけない面

司会 松岡さん、保健師
の方々の活動の対象として

司会 日本の場合、企業
の社会貢献的な活動が欧米
に比べて低い印象はありま
す。まず自社の従業員の健
康を守ってもらう。それは
先ほどおっしゃっていまし
たが、社員の育成にかけた
経費が回収できないうち
に、社員ががんになって、
命を失わないまでも、別の
部署に移らざるを得ない、
辞めざると得ない、といっ
たような就労の問題も起き
てきています。ぜひいろい
ろな情報を発信していただ

もあるし、早期発見もそう
ですが、既にがんを経験さ
れている方とのつき合い方
というところも、非常に重
要なテーマだと思っていま
す。

企業はいかがでしょうか。
企業に保健所の方々が出向
いてという活動はされてい
るのですか。
松岡 私たちのところで
は市町村のがん検診が多い
ですね。企業のがん検診と
いうのは協会健保、政府管
掌の検診でしている分の胃
がん検診、大腸がん検診が
多くを占めています。子宮
がん、乳がんは本当にごく
わずかで、大きな自治体が
女性の方を少ししていると
いう形です。

きたいと思います。

社会ががんの理解を
永江 先ほど紹介した企
業の福利厚生の方向けのシ
ンポジウムの中で、がんの
経験者の方の講演もありま
した。無就労問題もそうい
う意味で取り扱ったわけで
す。がんを経験された方
で、退職とか転職に追いや
られている方がいらっしゃ
るのが現実です。
がんという病気はだれに
とっても特別なものではな
くなっている。日本におい
てはまだその認識自体が低
いと思います。たまたま

企業アクション
司会 今、厚生労働省が
進めているがん検診企業ア
クションに参加している企
業の従業員を合計するとお
よそ600万人になっている
そうです。日本のサラリー
マンは数千万人。日本にお
いて会社、企業というのは
まだまだ大きな影響力を持
っています。そういう活動
を、今後も厚労省でより広

司会 今野先生のところ
にそういう企業からの従業
員向けのセミナーに来てほ
しいとか、そういう依頼は

げていこうとしています。
それぞれの企業の従業員の
がん検診受診率を公表し合
うといったようなことは考

増えていませんか。

えられていますか。
鈴木 企業アクションの

心は高まっているという面
はあります。それから企業

企業でHPVテストを
今野 以前よりは若干関

関係ですけれども、今、確
かに今年120社ぐらい入っ
ていると聞いています。基
本的にはその会社における

として効率的な検診をしよ
うということになると、細
胞診だけよりはHPVテス
トを使ったほうがより効率

がん対策の手助けをさせて
いただくというのが基本的

的じゃないかと考えられま
す。健康保険組合が金を出

な考えです。がん検診の関
係で、国側もしくは行政側

すのに毎年細胞診をやるよ
りは３年に一遍あるいは５

年に一遍の検査ですみます
ので、そのほうが楽じゃな
いかと。それで社員に安心
を与えられるような意味で
の関心は若干増えてきてい
ます。
松岡さんがおっしゃった
ように、実際に会社の検診
で子宮頸がんや乳がんの検
診を行っている実数という
のはだれも把握してないと
思います。恐らく５%ぐら
いしか会社はやってないと
思います。非常に少ないと
思います。まだ男性の検診
は若干ながら実施されてい
ますし、メタボ健診と関連
づけて実施されていると思
うんですが。
さっきの鈴木室長の話の
中で、国がやや応援はしま
す、だけど押しつけないと
いう控え目なご発言があり
ました（笑）。僕が受診率
は日本ではなかなか２割し
かないんだというようなこ
とを海外の学会で発表した
ときの例で、ミャンマーの
女性の先生から、日本での
識字率は何%ですかという
質問がありました。
それは非常に皮肉かつま
じめな質問で、ミャンマー
だったら字が読めないので
文書で伝えるということは
まずできない。そうすると
村へ行って検診があります
よということを広場で伝え
て、検診に来てもらわなけ
ればいけない。日本はアジ
アの中ではだれもが認める
一応リーダーです。それ
にもかかわらず検診受診率
が低い。韓国、台湾、シン
ガポール、香港は、この５
年間で子宮頸がん受診率は
70%を超えました。結局そ
のイニシアチブをとってい
たのはだれかというとやは
り国だと思います。

		

ちょっと話題がそれるか
もしれません。ベトナムに
おいてHPVのワクチンの
モデルケースがありました
が、１万人を対象にして子
どもたちに打というと保護
者に説明したら90%の接種
率になりました。ベトナム
の方がなぜそんなに受けた
んだという質問に対しての
回答は、国が進めるワクチ
ンを私たちは信用して受け
ると。やっぱり国の力とい
うのは非常に大きいので、
控え目な言葉をおっしゃら
ずにぜひもっと頑張ってほ
しいと思います（笑）
。
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ちろんそれまでにいろんな
工夫があると思いますが、
親に言うんです。
そのための教育の時間が
今の日本にない、という意
見があります。いや、ない
ことはない。あります。文
科省で新しい総合学習制度
ができていますから、その
時間がちゃんととれるわけ
です。しかるべき方々が学
校に行ってそして真剣に教
える。子どもがその気にな
ればしかるべき情報を親に
伝える。もちろん親子関係
がしっかりしてないといけ
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すが、そういうものがみん
な変わってくるのです。
したがって子どもを介し
て地域全体が変わるとい
う。ですから検診だ、検診
だと言うそんな狭い理解じ
ゃなくて、もっと大きい社
会の問題として、
「がんは
自己責任」という大前提で
子どもの力でがんを予防す
る。そういうことをひとつ
発想していただきたい、お
願いしたいと思います。
今野 ありがとうござい
ます。参考にもなりまし
た。検診のことだけ言うな
というのはまさしくそのと

小林博・札幌がんセミナ
ー理事長 私は北大名誉教
授の小林といいます。対が
ん協会のこの会合は初めて
出させていただきました。
予想以上に非常に大きな勉
強をさせていただいており
ました。私は幾つもお伺い

ませんけど、親は「それじ
ゃ検診を受けなきゃいかん
かな」と、そういう気にな
ると思います。
従来の学校保健というの
は先生に教えられて、今野
先生もおっしゃいましたよ
うに、子どもが大人になっ
てからということを期待し
ていると思いますが、それ
ではだめだと思います。今
の子どもがすぐ親に言う。
親がそれにレスポンスする
という形で、つまりチャイ
ルド・ツー・ペアレントと

したいことがありますが、
一つだけ今野先生に。今野
先生がいろいろお話しにな
った中で、学校での教育が

いう形です。あるいはスク
ール・ツー・コミュニティ
ーという、そういった新し
いアプローチをやっていけ

大事だと指摘なさいまし
た。私もその通りだと思い

ば物になる。
なぜ私がこういうことを

ます。ただ、ここで注意し
ていただきたいのは、上か
ら下に教えっ放しではいけ
ない。私の考えを申し上げ

申し上げるかといいます
と、実は私自身は北大を定
年でやめましてからスリラ
ンカによく行きます。発展

させていただきます。
子どもたちに我々が真剣

途上国ですから検診はござ
いません。ただし今のよう

に、健康は自己責任なんだ
よ、こういうふうにした
らこうなる、ああなると、
我々が熱心に伝えますと、

なやり方で、例えば喫煙率
は明らかに年ごとにその地
域全体が低下しています。
お酒も飲まなくなる。けん

我々の情熱が子どもに伝わ
ります。そうすると自発的

かもなくなる。それから整
理、清潔、整頓とかいわゆ

とか中学生をみんな集めて
くれて私どもに時間をくれ
ました。
高校生の場合は90
分、
中学生の場合は360人

に子どもが家へ帰って、も

る５S運動と言われていま

全員に50分の、
１時限の授

司会 応援団はたくさん
います。ぜひ鈴木室長も頑
張っていただければと思い
ます。

子どもから親へ

おりです。私の台湾の友人
が先生と同じようなことを
言いました。台湾では小学
校の子どもたちに、お母さ
んに検診を受けてねと小学
校で言わせたというか、結
果的にそういうことになっ
たと。まさしく同じでそれ
を今思い出しながら聞いて
いました。どうもありがと
うございます。
司会 ほかにご質問のあ
る方はいらっしゃいます
か。土屋先生、どうぞ。

子どもも十分に理解
土屋了介・癌研顧問 癌
研の土屋です。質問ではな
いのですが学校教育の話が
出ましたので。今、小林先
生が言われたように、教育
委員会を通じるとかたくな
になって意外とできないの
で、私どもは埼玉にある私
立の大妻嵐山
（おおつまら
んざん）
小学校、
高校へ行っ
てお願いをしました。
校長
先生に理解があり、
高校生
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業を私どもにくれました。
日本産婦人科学会から女
性の先生に来ていただいて
お話したのが大変好評でし
た。私どもがびっくりした
のは中学生でも非常に理解
でき、的確な質問が出てく
るということで、
「難しい、
難しい」ではなく、先ほど
おっしゃったように中学生
に合わせた、こちらが態度
で臨めば十分な理解が得ら
れます。
私は鈴木室長の態度でよ
ろしいのではないかと思い
ます。我々現場がこうやり
たいというのがないと、こ
れを国に頼っていったら、
押しつけ的な、脅し的なシ
ステムになってしまいかね
ません。それでは逆効果だ
と思います。やはり我々現
場がこういうことをやりた
いと、それを国が支援して
いただくという形で行くの
が正しいのではないか。そ
れにはやはり中学生レベル
で自己責任で健康を守ると
いうことを我々が絶えずや
っていく必要があるかな
と、小林先生のお話を聞い
て改めて思いましたので追
加させていただきます。
司会 先生、ありがとう
ございました。まだまだご
発言等おありかと思います
が、時間が過ぎてしまいま
した。６時から隣でレセプ
ションも開催します。その
席でも４人の先生方も参加
していただけますのでぜひ
ご議論をと思います。本日
はどうもありがとうござい
ました。がん検診から教育
まで幅広く議論できたと思
います。本当に長い間おつ
き合いいただきありがとう
ございました。もう一度、
４人の先生方に拍手をお願
いします。
（拍手）
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「明るくさわやかに生きる～アグネスが見つめた命」
ほほえみ大使のアグネス・チャンさんが記念講演

がん征圧全国大会にお集
まりの皆様、おはようござ

最後を楽しく迎えるにはど
うすればいいか。みんな本

います。今日は胸がいっぱ
いです。皆さんと会えるこ
とが本当に楽しみでした。

当に本気で取り組んでいる
んです。
その姿にとっても勇気づ

アグネス・チャンです。
私は2007年に乳がんを
体験し、2008年に縁あっ

けられます。頑張れるんじ
ゃないかと。がん征圧が成
功する日が来るのではない

て日本対がん協会のほほえ
み大使に任命されました。
以来、皆さんと一緒にがん
征圧運動に取り組んでまい

かと。日本だけでなく世界
じゅうの仲間がいっぱいい
るんだからきっとできる。
そう思うようになったので

りました。そして多くの先
生たちにがんのことを教え

す。ここまでしゃべれば、
普通の話に戻れます。
（笑）

た。９月30日の予定でし

いいお医者さんに診てもら

ていただきました。
そうしてわかったこと
は、日本人は２人に１人は
がんになってしまい、３人
に１人はがんで亡くなって
しまう。先進国でもがん大
国と言われる国だそうで
す。がんは、人を選びませ
ん。若い方、子ども、年を
重ねた方、女性も男性も人
種も関係ない。お金を持っ
ているか、持っていないか
も関係ない。
しかも多くの種類があっ
て、いつどうやって襲って

私の名前はアグネスです
が、いつも元気そうなので
小さいときからタフネスと
言われていました。私も自
分がタフだと思い込んでし
まった。病気にならない、
いつも元気だと。でも、実
はその思い込みがいけなか
った。自分は元気だ、元気
だと思ったから、検診に行
かなかったんです。
2007年は、日本に来て
35周年でした。私は香港
生まれで香港育ちで17歳

た。ところが、突然電話が
入って、10月の末に延期
して下さいと言われたので
す。慌てました。でも、お
かげで９月に少し余裕が生
まれたんです。
ある日、寝転がってテレ
ビを見ていたんです。左胸
ににきびができたのかな、
みたいな、かゆいんです。
さわると奥に小さいしこり
が触れました。普段だと、
かいておしまいですが、ち
ょっと違いました。その１
週間ほど前に芦屋で行われ

ったら「総合病院に行きな
さい」。マンモグラフィや
超音波検査を受けて詳しく
検査をしました。
やはり乳がんでした。手
術はできるだけ早いほうが
いいということで、先生と
スケジュールを調整しまし
た。合ったのが一つだけ。
それが10月１日。ピンク
リボンの日でした。
手術もうまくいき、回復
も順調でした。３男がまだ
10歳。毎日学校が終わる
と病室に来て一緒に宿題を

くるかもわからない。
「これ
さえすればがんにならな
い」という100%の予防法
はない。
「これを飲めば治り

まで香港にいて日本にやっ
てきました。今年で38年。
皆さん、計算しないで下さ
いね（笑）。17足す38で、

たリレー・フォー・ライフ
に参加したんです。がん患
者や支援者の方々がたす
きをつないで24時間歩く。

して夕飯を食べて帰るんで
す。彼の宿題でインターネ
ットが必要になりました。
私の病室ではつながらなか

ます」という薬もまだな
い。手術して治療がうまく
いっても完治はない。これ

ちょうど45ですね（笑）。
年を重ねたのに、検診も行
かなかったんです。

話したり、歌を歌ったり、
踊ったり。地域を巻き込ん
で、がんに対する理解、そ

ったので看護師さんに相
談したらこう言ってくれま
した。
「もっと大きな病室だ

ががんだそうです。
それでもいつかは絶対、
なぜ私たちはがんになるの

2007年は平和コンサー
トをしていました。日本の
たくさんの方が応援して下

して支援を呼びかる。
前の年に初めて日本で行
われたのを、NHKの朝の

とつながるよ。今日、だれ
も入っていないの。静かに
してくれれば連れていって

かわかるようになる。治療
もできる。どうやって患者
さんにあまり負担をかけな

さった恩返し。その際に中
国でもと打診したら、
「人
民大会堂で」と言われまし

番組に出演していて見たん
です。それこそ輝く命で
す。すごく感動して会場に

あげるよ」その部屋で子ど
もが宿題をしました。つい
でに私もメールをチェック

いで治療ができるようにす
るか。闘病生活を楽にする
にはどうするか。もう助か

た。人民大会堂は向こうの
国会。そこでの単独コンサ
ートはすごい。みんなで張

行きたいと誓いました。そ
れが実現したんです。
胸の奥のしこり、
「もし

したんです。リレー・フォ
ー・ライフの仲間からのメ
ールもありました。

らないかもしれないけど、

り切って準備していまし

かして私もかな」と。仲の

「新聞を読んでびっくり
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しました。早期でよかった
ですね、おめでとうござい

了。最初はちょっとおっぱ
いが赤くなって、茶色くな

ね」と。とんでもないで
す。言葉を許していただけ

た。日本はがんの検診率が
低いのだそうです。特に女

ます。きっとアグネスさん
がリレー・フォー・ライフ
でお会いできなくなった天

って、黒くなるんだけど、
でも自然に治りました。人
間というのはすごいなと思

れば、私の周りのがんのお
友達と比べれば、私の副作
用はへみたいなものです。

性。日本の女性はどうして
も自分のことを後回しにす
る。ご飯は「ママは後で

国に行った仲間が、アグネ
スさんに教えたんですよ」
もう号泣でした。きっと

いました。
今度はホルモン治療。５
年間、予防です。多くの乳

特に大きな手術を受けなき
ゃいけなかった方は、本当
に大変。転移してしまった

いい」。おふろも「ママは
後でいいからみんな先に」
。
夫や子どものことになる

そうだ。１年間ずっと会い
たいと思い続けて。会えな
かったけれど、お互いに通

がんがそうですが、私のが
んは女性ホルモンをえさに
して大きくなるということ

方は、次から次へと治療
を受けていかなきゃいけな
い。お金もかかるし、小さ

と一生懸命で「行け行け」
。
自分のことになると「私は
大丈夫だから」。自分のこ

じ合って、天国から教えて
くれたのかなと。大声を出
して泣いてしまいました。
本当に私はみんなのおかげ

なので、再発を予防するに
は、そのホルモンの作用を
抑える薬を飲んだほうがい
いということでした。

い子どもがいる家庭は大変
です。子どもにお金をかけ
るか、自分の治療にお金を
かけるか。何回も泣かれま

とより周りのことを大事に
する。日本女性のすばらし
いところだと思います。で
も、検診は人がかわってや

で助かったんです。いろい
ろな偶然が重なって、そし

飲んで１週間ぐらいです
かね。手術よりも、放射線

した。
「私が治療をするから
家計が苦しい。夫が大変な

れるものではないのです。
やはり自分で進んで行って

て早期で見つけることがで
きたのです。
その年はたくさんコンサ
ートがあったおかげで私は
元気になった。お客さんと
会うたびに元気になってい
くという感じでした。延期
した人民大会堂のコンサー
トも無事に終え、放射線治
療が始まりました。年末ま
での大体１カ月半、毎日毎
日。私が疑問を持っていた
のは、放射線を浴びたら人
間はがんになりやすいと聞

治療よりも、このホルモン
治療がつらかった。どっと
副作用が来ました。更年期
障害みたいなものだと思う
んですが、汗がどっと。関
節も痛くなる。頭が痛くな
るし、落ち込むし、よく眠
れないし。そのうちに湿疹
が出ました。
コンサートで地方を回っ
ていたある朝、鏡をみると
顔が２倍ぐらいにはれてい
ました。
しばらくアレルギーの薬
をあわせて飲みました。よ

んです。私って悪いよね」
と。
「そんなことは絶対ない
から。あなたの背中を見
て、子どもはどんなに恵ま
れているのか」と励ましま
した。亡くなった仲間もい
ます。それでも彼女たちが
私たちに教えたことは、私
は一生忘れません。
私はリレー・フォー・ラ
イフで命ということを考え
させられました。小刻みな
命は終わるかもしれない。
アグネス・チャンという命

ほしい。愛する人たちのた
めにも行ってほしいんで
す。
がんというのは、もちろ
んならないのがベストです
が、どうすればならないの
かがわからない。でも、な
ることはそんなに怖くな
い。なって知らないことが
怖いんです。大きくなって
しまったら怖いけど、初期
だったら、例えば乳がん、
子宮頚がん、肺がん、胃が
ん、大腸がん、本当に早く
見つかれば助かる確率がす

いたことがあるから、どう
してそれが治療になるのか
と。きっとみんながわかっ
ていて、私だけがわからな

うやく最近になって落ち着
いてきて、薬をやめても平
気になりました。それにホ
ルモン治療にもなれまし

は終わるかもしれない。で
も、大きな意味の命は終わ
らない。亡くなった仲間が
私の心にまいてくれた種

ごく高いんです。生存率も
高い。がんになっても知ら
ない、ほうっておくのが怖
いんだそうです。

いと思って初めは聞けなか
った。でも周りの病院の方
とかすごく優しく、多分私

た。
「体がなれますよ、大丈
夫よ、頑張れ」と、リレ
ー・フォー・ライフの仲間

を、私は一生懸命持ってい
るんです。彼女は私の中に
生きているんです。私が頑

がんになって初めて、周
りに私と同じくがんと闘っ
ている方がたくさんいるこ

のことをばかにしないだろ
うなと思って聞きました。
放射線を当てると全体的

が会うたびに励ましてくれ
たんです。本当になれるん
です。もし今、治療を受け

張って生きている間は、彼
女たちも死んでいません。
私が次の人に伝えれば私が

とがわかった。やっと少し
周りの人たちの痛みがわか
るようになったのではない

にみんな細胞は少しダメー
ジを受けるけど、少量で当
て続けると正常な細胞は力

てちょっと副作用に苦しん
でいる方も、なれます。個
人差があるでしょうが、体

死んでもその人が続けてや
ってくれれば、私だってそ
の人の中にいるんだから、

かと思います。がんになっ
た自分、好きです。もうが
んの前の自分はいません。

があってぱっと元気になる
そうです、がん細胞はだん
だん弱くなって退治できる

が合わせてきてくれまし
た。今は安心してホルモン
治療を続けています。

死んでいない。そう考える
と、慌てることはないで
す。

このアグネス・チャンし
かないんです。このアグネ
ス・チャンで頑張ります。

んだそうです。
年末で放射線治療が終

ここまで話すと、
「副作
用がいっぱいあって大変

がん征圧運動に参加し
て、私はいろいろ学びまし

みなさんと一緒に。

（ 28 ）
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日本対がん協会賞を受賞したみなさん

がん征圧全国大会の開会の言葉を述べる
桂屋修・福井県健康管理協会理事長
朝日がん大賞を受賞し、あいさつする津金
昌一郎・国立がん研究センターがん予防・
検診研究センター予防研究部長

大会ではハープの演奏も披露された

𠮷田慎一・朝日新聞編集担当（左）から朝日がん大賞の賞状・メダル・副賞を贈られる津金さん

