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◆

朝日がん大賞

朝 日 が ん 大 賞
福島県立医科大学副学長（長崎大学教授）
やました しゅんいち

山下

俊一（59歳）

被爆地・長崎で放射線と甲
状腺がんの臨床・研究に携わ
る。
91年から旧ソ連・チェル
ノブイリ原発事故後の学童検
診を現地で主導。約20万人
の検診で放射性ヨウ素内部被
曝による小児甲状腺がんの激
増を科学的に明らかにし、
早
期発見・早期治療の確立に尽
力した。
今年７月に福島県立医科大学
副学長に就任し、３月に発生
した東京電力福島第一原発事
故での低線量放射線被曝によ
る発がんリスクの評価と県民

健康管理プロジェクトに携わ
ると同時に、新たな放射線医
療科学の世界拠点と体制づく
りの中心的存在として期待さ
れる。

滋賀県のがん対策事業推進の立役者
にしやま

西山

じゅんぞう

順三（72歳）

て、喫煙対策や検診の充実、
がん登録推進事業を進めるな
ど県内のがん対策の中心的役
割を担った。

新たな肺がん検診の普及につとめる
神奈川県予防医学協会
常務理事

1981年、神奈川県予防医
学協会中央診療所の外科部長
として勤務、以後30年余に

診の普及につとめた。

青森県の精密検査基幹病院の充実

【個人の部】

大津市で胃の集団検診受診
者が急増した1983年、同市
医師会と公的４病院でのフィ
ルム読影のダブルチェックを提
唱。要精検は公募した登録医
療機関で実施し精度向上に努
め、自らも100例を超える早
期胃がんを発見した。同市医
師会長や滋賀県医師会理事を
歴任。2008年に滋賀県がん
対策策定委員会委員長とし

与した。
とくにがん登録制は1976
年に発足させ、年２回の胸部
X線撮影と喀痰細胞診を肺が
ん検診の両輪として実施する
と同時に、
「二重読影」及び
継続検診が前提となる「比較
読影」を取り入れた肺がん検

青森県総合健診センター前
理事長

日本対がん協会賞受賞者

医療法人西山医院理事長

日本対がん協会賞

い

で

井出

けん

研（80歳）

わたり、肺がんの早期発見・
治療に尽力、登録検診体制を
構築し肺がん検診の普及に寄

1975年に弘前大学医学部
第一内科教授に就任し、胃が
んや大腸がん検診に尽力。大
腸がんでは免疫便潜血検査法
を開発・指導し早期発見に大
きく貢献するなど消化器がん
検診の発展に寄与した。青森
県総合健診センター理事長に
就任した2002年以降、各種集
団検診の推進と、検診受診率
向上を図るために「がん征圧

よしだ

吉田

ゆたか

豊（81歳）

フォーラム」を毎年実施する
など普及啓発活動を推進し、
最新のがん情報を県民に向け
て発信し続けてきた。

放射線技師などの育成と精度向上に貢献
結核予防会
放射線技師協議会顧問

1964年に診療X線技師とな
り、69年からは診療放射線
技師として兵庫県下の地域・
職域検診に従事しながら、同
県および近畿地区の検診機関
や集団検診機関の精度向上に
力を注ぐ。同時に、全国の検
診機関の肺がん・胃がん・乳
がん検診に従事する診療放射
線技師などの教育や技術・精
度の向上に取り組み、厚生労

あかまつ

赤松

あきら

曉（70歳）

働省や団体・委員会が主催す
る講習会の講師や世話役など
を2011年４月までつとめた。

検診受診者増加への積極策を推進
鹿児島県医師会前会長

がん予防の推進が県民保健
の重要課題であるとの認識の
もと、2002年、鹿児島県医師
会長に就任と同時に、鹿児島
県民総合保健センター理事長
と日本対がん協会鹿児島県支
部長にも就き、受診率向上の

よねもり

米盛

まなぶ

學（78歳）
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2011年度永年勤続表彰者

（敬称略）

（肩書き、年齢は９月１日付）

ために、離島を含めた県内各
地に検診事業を積極的に進め
実績を上げた。また、身障者
対応の胸部・胃部X線デジタ

ル検診車の導入や、ヘリカル
C T導入による肺がんC T検
診など新規事業にも取り組ん
だ。

長野県民の胃・大腸集団検診の普及に貢献
町立辰野総合病院前院長・
元長野県医師会消化器検診検討委員長

東京都がん検診センターで
勤務した後、長野県辰野町立
辰野総合病院赴任２年目の
1974年から町独自の胃集団
検診を開始。78年から長野
県医師会消化器検診検討委員
会（現消化器検診小委員会）
に 3 2 年間在任し 、県内の
胃・大腸の集団検診の普及と
検診機構の改善や集検結果の
集計分析に尽力した。X線フ
ィルムの判定に携わる県内の

まつざき

松﨑

おさむ

廉（69歳）

読影医師と撮影する診療放射
線技師の指導を継続的に行
い、精度向上にも貢献した。

【団体の部】
群馬県内の中心的患者団体として貢献

ひまわりの会（会長・一柳一男）

がん集団検診によりがん
始、2009年には
「がんサロ
が発見され、その後社会復
ン」を設置するなどのがん
帰した患者によって結成、 対応事業を展開すると同時
発足した1980年から、
「がん
に 、県民に検診と早期発
征圧街頭キャンペーン」
を毎
見・治療の大切さを啓発。
07
年実施する。
83年には会報
年には群馬大学と連携し
「ひまわり」
を発行、
94年か 「群馬県がん患者団体連絡
らは「がん電話相談」を開
協議会」
の設立に尽力した。
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◇北海道対がん協会 戸
澤 麻美
◇青森県総合健診センタ
ー
坂本 等、森岡 晃、石
岡 隆、高橋 憲一、小
野 光文、奈良 正太郎
◇岩手県対ガン協会 石
田 卓也、石田 さやか
◇宮城県対がん協会 中
川 知恵、手嶋 紀子、
大江 幸江
◇秋田県総合保健事業団
花田 寛樹、沼田 知
佳子、渡部 恵子、小野
貴子
◇茨城県総合健診協会
仲田 智彦、川﨑 光
利、大島 啓市
◇栃木県保健衛生事業団
安田 香代子、亀井
正樹、矢野 哲郎、金井
里恵、但木 惠美子、
永元 玲子
◇埼玉県健康づくり事業
団
新井 美加
◇ちば県民保健予防財団
仲岡 千津子、倉内
誉仁、関 喜隆
◇山梨県健康管理事業団
若尾 千鶴
◇長野県健康づくり事業
団
下﨑 久美子、中村 信
夫
◇福井県健康管理協会
手賀 大助、川田 和代
◇三重県健康管理事業セ
ンター 矢野 多津雄、
渡瀬 雅志、山根 法
◇京都予防医学センター
木山 靖規、鈴木 和
貴、中森 勲
◇和歌山県民総合健診セ

ンター 佐田 達哉
◇鳥取県保健事業団 米
本 幸寿、定本 裕明、
田中 成美、宮倉 純、
梶村 康博、片岡 憲一
◇広島県地域保健医療推
進機構 曽我部 耕路
◇山口県予防保健協会
藤村 敦子、中村 篤、
佐久間 裕記子
◇徳島県総合健診センタ
ー
前川 知恵
◇高知県総合保健協会
東 耕太郎、川村 祐
一、曽我 留奈、村重
緑、今村 みゆき、近澤
さえ
◇福岡県すこやか健康事
業団 栗田 宏一、藤山
さおり、廣瀬 健太
郎、田村 耕治、城戸
真和、石橋 美紀子、佐
藤 利佳、宮崎 正文、
吉良 智美、尾形 こず
え、富永 佳子
◇佐賀県総合保健協会
山田 尚一、平尾 信治
◇熊本県総合保健センタ
ー
立野 利信
◇大分県地域保健支援セ
ンター 杉田 真一
◇宮崎県健康づくり協会
宮野 竜一、村山 亜
希子
◇鹿児島県民総合保健セ
ンター 田原 大慎、長
瀬 大輔
◇沖縄県総合保健協会
田里 光也、金城 良
次、屋宜 まゆみ、赤嶺
博子、上原 直美
（27支部 82人）
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がん征圧の願い 薩摩から全国へ発信
2011年度がん征圧全国大会

2011年度の「がん征圧
全国大会」が９月２日、鹿
児島市の宝山ホール（鹿児
島県文化センター）で開催
された＝写真。テーマは、
「がん征圧の思い つなげ
よう薩摩から」。３月に起
きた東日本大震災から半
年、被災した人たちへの支
援と連帯の意識が強く込め
られた。参加した1700人
は、被災地の復興を願いな
がら、がん征圧活動に尽力
していくことを誓った。
がん征圧全国大会は、が
ん征圧月間（９月）の中核
イベントで、今年度は公益
財団法人日本対がん協会と
財団法人鹿児島県民総合保
健センター
（日本対がん協
会鹿児島県支部）が主催。
厚生労働省、日本医師会、
鹿児島県、鹿児島市、鹿児
島県医師会が後援した。
大会実行委員長の瀬戸山
史郎・同センター参与の開
会宣言に続いて池田琢哉・
同センター理事長が「今大
会のテーマには、がん征圧
の思いを、近代日本誕生の
礎となったここ薩摩から発
信しようという願いが込め
られている。がん検診受
診率50％をめざして、国、

鹿児島市で開催

地方自治体、医師会、地域
に展開している」と話し、 という分野に贈られた賞だ
住民が一体となって取り組
がん粒子線治療研究センタ
と自覚しています。３月
まなければなりません。さ
ーを紹介しながら、日本対
11日の福島第一原発事故
らに強力ながん征圧運動の
がん協会グループに対し、 を受け、現在なお塗炭の苦
展開につなげよう」とあい 「民間のがん対策推進運動
しみの中にいる被災された
さつした。
の母体として期待してい
方々の健康管理を円滑に進
日本対がん協会の垣添忠
る」と語った。
めるという大きな期待を背
生会長は「日本対がん協会
森博幸・鹿児島市長は
負ってのものだとも自覚し
は、がん征圧を国民運動に 「がんは、健康と命を脅か
ています。正しい情報を発
しようと、半世紀以上前に
す重大な病気。研究、治
信しながらがん征圧に取り
設立されましたが、その活
療、予防、がん征圧の第一
組んでいきたい」と受賞の
動は規模も内容も非常に大
線で活躍している方が一堂
言葉を述べた。
きくなっています。日本対
に会し、薩摩の地からがん
この後、今年度のがん征
がん協会に代表される民間
検診の重要性を発信するこ
圧スローガン「健やかな
の自由な立場からの取り組
とは誠に意義深い。鹿児島
未来のために がん検
みと、国の政策ががっちり
市としても、がん征圧全国
診」をつくった市田直美さ
手を組むことで患者・家
大会を機にがん征圧への取
ん（山形県結核成人病予防
族・国民のための血の通っ
り組みをこれまで以上に力
協会）と、河原﨑清栄さん
たがん対策が進みます」と
強く進めていきたい」と語 （長野県健康づくり事業団）
述べた。
った。
に賞状が贈られ、支部や提
厚生労働省の外山千也健
続いて日本対がん協会賞
携団体の永年勤続者を代表
康局長の祝辞を、鷲見学が
に選ばれた６氏・１団体
して、田原大慎さん（鹿児
ん対策推進室長が代読。原
に、垣添会長から表彰状が
島県民総合保健センター）
中勝征・日本医師会長の祝
贈られた。
が表彰された。
辞を、保坂シゲリ同常任理
朝日がん大賞に選ばれた
式典に続いて俳優の仁
事が読み上げた。
山下俊一・福島県立大学副
科亜季子さんが「元気な
伊藤祐一郎・鹿児島県知
学長には粕谷卓志・朝日新
明日のために～がんに負
事は、
「鹿児島では平成21
聞社長室長から表彰状と副
けない～」と題して記念
年に５千人を超える方がが
賞が贈られた。受賞者を代
講演。自身の子宮頸がん
んで亡くなられ、がん対策
表して山下氏が「（被爆地
体験をもとに、がん予防
は重要な課題。鹿児島県が
の）長崎や、
（原発事故で
の大切さを訴え、検診の
ん対策推進計画を策定し、 大きな被害が出た）チェル
受診を呼びかけた。
予防・啓発・早期発見・医
ノブイリで仕事をしてきた （仁科さんの講演は26、27
療機関の整備など、総合的
仲間たち、放射線と発がん
面で紹介しています）

		

対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）

（5）

がん征圧全国大会記念シンポジウム
「新しいがん検診のあり方」
がん征圧全国大会を記念したシンポジウム「新し
いがん検診のあり方」が9月1日、鹿児島市の城山観
光ホテルで開かれた。国のがん対策推進協議会の門
田守人会長、厚生労働省がん対策推進室の鷲見学室
長、宮城県対がん協会がん検診センターの渋谷大助
所長、大和証券グループ本社人事部の安藤宣弘副部
長兼給与・厚生課長がパネリストとして出席。国の
がん対策推進基本計画の見直しが議論される中、日

シンポジウムでは会場を交じえ活発な議論が展開された

――国のがん対策推進基
本計画の第１期目が、今年
は最終年度の５年目を迎え
ました。がん対策推進協議
会では次の５年間に向け
て、第１期目を反省しつ
つ、より進めるべきは進
め、変更すべきは変更して
いくといった議論が重ねら
れています。そういったこ
とを中心に、いかにして
検診受診率を上げ、がんに
よる死亡率を減らしていく
か、日本最大のがん検診組
織である日本対がん協会グ
ループとしてもう一度、が
ん検診を考えていきたいと
思います。
昨年のシンポジウムで
も、がん検診はどこが責任
を持って実施していくべき
か……など、いろいろな議
論が出ました。日本対がん
協会としても国の議論を見
ながら、がん検診ないし啓
発活動に関して政策提言で
きるような検討も重ねてい
きたいと考えております。
今日の議論をそういったと

本最大のがん検診機関として、がんに対する国民の
理解を深め、検診受診率の向上をめざすことはもち
ろん、がん検診の方法など、日本対がん協会グルー
プがどんな取り組みを進めていくのか、様々な意見
が交わされた。シンポジウムの席上、がん検診のあ
り方を探るワーキンググループを設けることが提案
された。
（コーディネーターは日本対がん協会マネジ
ャーの小西宏が務めた）

ころの第一歩にしていきた
いと考えております。
それでは、講師の先生方
から順次ご発表いただくよ
うにいたします。まず最初
は、がん対策推進協議会で
会長をお務めの門田先生か
ら、お手元の資料にありま
すように、がん対策推進基
本計画の見直しのポイント
などについてお話ししてい
ただきます。それでは、先
生よろしくお願いいたしま
す。

パネリストのみなさん

講演①

がん対策推進基本計画

次期計画に向けた見直しのポイント
門田 ただいまご紹介い
ただきました門田です。急
遽この５月から、がん対策
推進協議会の会長というお
役をちょうだいしました。
今までも委員でしたが、
（会長を務められてきた）
垣添先生におんぶに抱っこ
の状態でした。会長になっ
てまだわずかの機関です
が、会長として大変重責を

門田守人氏 厚生労働省がん対策推進協議会会長
渋谷大助氏 宮城県対がん協会がん検診センター所長
安藤宣弘氏 大和証券グループ本社 人事部副部長 給与・厚生課長
鷲見 学氏 厚生労働省がん対策推進室長
（コーディネーター：小西宏 日本対がん協会マネジャー）

担っているんだと痛感して
います。今日は検診という
こともさることながら、が
ん対策全体をどういうふう
に考えていこうかというこ
とをお話ししたいと思いま
す。ただ、協議会でディス
カッションした内容ではな
く、私見ということでお許
しいただきたと思います。
皆さんもご存じのとお
り、がん対策の我が国の長
い流れの中で、患者さん
や、がんを患った国会議員
の方々が、力を合わせてが
ん対策基本法をつくられま
した。患者さんが中心にな
って、患者の立場からこの
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基本法がつくられてきた。
がんを患った患者さんたち
がまず何を一番重視された
のか、何を一番困っておら
れたのか。
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その他の措置を講ずること
となっていて、我々が要望
を出し、そういうふうに対
応していただくという形に
なっている。
その一方で、国民の責務
三つの柱
もあります。喫煙、食生
「がん難民」というひ
活、運動その他の生活習慣
どい単語がまかり通って
が健康に及ぼす影響など、
います。進行してしまっ
がんに関する正しい知識を
て、
「もう手に負えないか
持ち、がん予防に努めなけ
ら、うちでは（治療）でき
ればならない。
ません」と冷たくあしらわ
がん対策基本法は４年前
れる。
（患者さんは）どこへ
の平成19年４月に施行さ
行ったらいいのかという情
れました。６月には現行の
報も不足している。病院
がん対策推進基本計画がつ
にかかっても専門医らしき
くられています。私も垣添
門田守人氏
人があまりいないのではな
会長と一緒に検討をさせて
いか。そんな現状、様々な
いただきました。
（７）がん研究。この計画
緩和ケアの研修会を受け
に沿って対策が進められ、 た者が最初はゼロだったの
課題に対応しようと、大き
重点的に取り組むべき課
いよいよ今年度でこの５年
が、１万１千人に、そして
く三つのことが盛り込まれ
題として、放射線療法及び
が終了するという段階に差
２万３千人と増えていま
た。
化学療法の推進並びにこれ
しかかり、いまは次期５年
す。そのほかのものも間違
「がんの予防及び早期発
らを専門的に行う医師等の
見の推進」
「がん医療の均て
育成、治療の初期段階から
の計画をつくらなければな
いなく増え続けている。
ん化の促進」
「研究の推進」 の緩和ケアの実施、がん登
らないというタイミングに
しかし実際、協議会の委
です。
録の推進という三つの事項
なっています。
員の皆さんから、数値はそ
これら三つのことを実現
が挙げられています。ま
簡単に、現在進行中のと
うだけれども、質がそれに
させようと、がん対策推進
た、10年以内にがんによ
ころを紹介いたします。
伴っているとは言えないの
まず75歳未満の年齢調
ではないかという意見が出
基本計画をつくった。その
る死亡者の数を20％減少
整死亡率の20％減少を全
ています。さまざまにディ
計画をつくる過程におい
させるということと、すべ
体目標として上げています
スカッションをいたしまし
て、がん対策推進協議会が
てのがん患者さん及びその
が、少なくとも現時点では
て、じゃあ、どういう評価
意見を述べることができ
家族の苦痛の軽減並びに療
目標どおりに進んでいると
基準を設けるのかといった
る。厚生労働大臣に対して
養生活の質の向上を図ると
言えるということです。目
点などについては、まだま
提出し、閣議で決定する。 いうことが全体目標となっ
つまり、政府を挙げての方
ています。
標の２番目、がん患者及び
だこれからの課題になって
針として取り組んでもらえ
そして個別目標というこ
その家族の苦痛の軽減並び
いるということです。
るということで、このがん
とで（１）がん医療、この
に療養生活の質の向上です
また後ほど現在進行形の
が、言葉で申しますと非常
ところも出てまいります
対策推進基本計画はつくら
中には放射線療法及び化学
に簡単なのですが、何をど
が、基本的にはこの第１期
れている。そしてそれが
療法の推進、緩和ケア、在
う評価するのかということ
目の５年間の基本計画で
また地方、地域、都道府県
宅医療、診療ガイドライン
は必ずしも易しくない。も
は、今までなかったものが
の基本計画と連携して、今
の作成ということ。
（２）医
う少しそのあたりをしっか
立ち上がり、順調に進んで
のがん対策を総合的かつ計
療機関に整備、すべての二
画的に推進することになっ
次医療圏におおむね１カ所
りと評価する指標を開発し
いると言ってもいいのでは
た。これがこれまでの経緯
程度の拠点病院を設置する
なければいけません。今か
ないかと思います。自分た
です。
ということ。
（３）がん医
ら、というのもおかしな話
ちのことについての評価と
ですが、そういうことを今
して少し甘過ぎるかもしれ
この基本計画の中で、国
療に関する相談支援及び
ませんが、動き始めたこと
の責務として、がん対策を
情報提供、
（４）がん登録、 の時点でやっているという
ことです。
だけは間違いないと思いま
総合的に策定・実施するこ （５）がんの予防、
（６）が
緩和ということに絞っ
す。そこで、今度の次期の
と。政府は必要な法制上・
んの早期発見、今回の話題
て見てみますと、例えば
５年計画の中でどういうふ
財政上の措置をとること、 である検診です。そして

		

うに考えていくかという、
私の私見を述べさせていた
だきたいと思います。

現れた課題は氷山の一角
まず、いろいろな問題が
ある中で、がん対策基本法
が制定されました。そし
て、それぞれについてある
目標値を設けて、それを追
求してきたというのが、第
１期目の基本計画の実行状
況だと思います。
しかし、挙がってきてい
る問題を改めて考えてみま
すと、これは独立した問題
では決してなくて、実は氷
山の一角ではないか。いろ
いろなところの問題の根が
深く、水の底に沈んだとこ
ろにとんでもなく大きな問
題がある。言い方を変えま
すと、いま氷山の一角とし
て表にあらわれていること
を目標に、そのことをのみ
数値目標を立てても、簡単
に解決する問題ではない可
能性が高いのではないかと
いうことです。
専門医が不足していると
いう問題をみてみまして
も、専門医そのものの問題
もありますし、医師全体が
不足しているという問題も
指摘されます。あるいは医
師が不足しているというの
は本当なのか、我が国の医
療体制そのものへの反省が
ないまま、ただ足りないと
いう表現になっているよう
なところもあるのではない
か。そういうふうに考えて
いきますと、相当根深い大
きな課題があると言わざる
を得ない。
そういった意味で、表面
的な目標達成に向けて何と
か進んでいくにしても、底
に沈んでいるものに対して
しっかりと考えて対策をと
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っていかなければ、容易に
達成することは難しいと考
えます。
私はニーバーの祈りとい
うのが大好きで、よく講演
のときに使わせていただき
ます。
「神よ、変えることので
きるものについて、それを
変えるだけの勇気をわれら
に与えたまえ。変えること
のできないものについて
は、それを受け入れるだけ
の冷静さを与えたまえ。そ
して、変えることのできる
ものと、変えることのでき
ないものとを識別する知恵
を与えたまえ」と。
とくに３番目のところ
は、我々の日常の生活の中
に非常に大切なことではな
いかと思っていますが、先
ほどから紹介させていただ
きました非常にたくさんの
問題を抱えている中で、何
と何をどうしていくのか、
どのタイミングでどういう
ことをするのかということ
を考えていかなければなら
ない。
例えば高齢化社会と言っ
ていますが、高齢化社会が
到来するということは、は
るか前からわかっていたこ
とです。しかし、高齢化に
対しての対応策は、残念な
がら十分であったとは言え
ません。しかし、これは計
算すればわかることです。
今後についても同様です。
高齢化は進んでいきます。
これは変えようといっても
そんなに変わるものではあ
りません。それでも、どう
対応するのかということは
早くから考えることはでき
た。今からでも考えなけれ
ばならないわけです。
あるいは、例えば日本は
人口１千人に対して医者が
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２人だとされています。Ｏ
ＥＣＤの平均値が１千人に
対して３人ということで、
日本は医師を1.5倍にする
んだと民主党政権は言って
いたと思いますが、こうい
う状況の中で本当に我が国
が今から医師の数を1.5倍
にする必要性があるのか。
あるいはそうすべきなの
か、すべきではないのか。
これは非常に重要な問題が
あると思います。
就労時間を見てみると、
確かに日本は長い。これは
やはり医師が少ないせいだ
ということになっています
が、こういうことについて
も数をふやすことは簡単で
すが、質を維持しながら数
をふやすか、あるいは本当
に変えることによって足り
ないところを変えることが
できるのか、というふうな
ところも検討しなければな
らないと思います。

長期的視野の必要性
今回私が自分で考えて
きたことを申し上げます
と、ある方向性をまず決め
ていく必要がある。長期的
視野に立った基本計画がど
うしても必要で、それがあ
って中期的あるいは短期的
な計画がその次に来るので
はないか。長期的視野に立
った基本計画の骨格をディ
スカッションしていくべき
だと思います。しかし、残
念ながら時間的なゆとりが
ない。前回も４月から６月
までの２カ月しかない中で
基本計画はつくられている
し、今回も類似のことが起
きていると考えますと非常
に厳しい状態ですが、しか
し本質的なところが必要か
なと思っています。
先ほど専門医について、
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患者さんから専門医の数
が少ない、いないという話
がありましたが、例えば専
門医制度一つを考えてみて
も、私が関係している学会
の専門医制度を紹介します
と、日本癌治療学会あるい
は日本移植学会は認定医の
形式でやろうとしている。
日本内視鏡外科学会は技術
を認定する。日本肝胆膵外
科学会も高度技術認定医と
いうことになっている。
社会一般に出ると、専門
医といえば専門医として通
っているわけですが、実は
それぞれの学会がそれぞれ
教育の目標をつくって人を
育てているわけで、実際患
者さんが受診するときに、
この専門医制度がわかるだ
ろうか。いま、我々は専門
医という単語を使っていま
すけれども、実はそのもと
をただすとまだまだ不完全
な状態で、その中に我が国
の医療体制が存在するとい
うことを考えてみると、も
っともっとしなければなら
ないことがたくさんあると
いうことになります。これ
は学会の中のことですの
で、医師集団が一緒に努力
すれば、そのほかのものよ
りも解決は難しくはないの
ではないかと思います。
我が国のいろいろ組織の
一つひとつのものは、例え
ば学会の中ではしかるべく
してつくられた制度だと思
っておられるし、事実そう
だと思います。しかし、全
体を見渡すと整合性がとれ
ていない。ましてや、そこ
を受診する最も重要な患者
さんがわからない状態を平
気で見逃している。そうい
うふうなことから考えてみ
ますと、やはり部分最適の
とりこになった日本社会と
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言わざるを得ない。全体最
適化という発想を取り込ま
なければならない。
マクロ経済の世界では
「合成の誤謬」という単語
があるそうです。これは貯
蓄をするということはいい
ことで、みんな貯蓄をする
ことを悪くは言わないので
すが、全構成員みんなが貯
蓄したら金が一切回らな
い。世の中が不景気になる
ということだと聞いていま
すが、いろんな組織もそう
いうことを認識しながら、
全体最適ということで考え
ていかなければならない。
先ほどの専門医制度の話
の続きになりますが、結局
それぞれの学会が専門医制
度を考えているということ
から、ああいうものが発生
してくることを考えます
と、学会が学会単位でやっ
ていたのでは物事はちゃん
とできないだろうと。こう
いうことで専門医制度を機
構のほうで、あり方委員会
として私が担当していたの
ですが、学会単位ではもう
だめで、患者さんがかかる
診療領域を一つの単位とし
て専門医制度をつくってい
かなければ無理だと。ある
いは専門医を認定する母体
が学会ではおかしなことに
なるとするならば、第三者
機関が行うべきではないか
ということになります。
我が国で専門医というこ
とを言いながらも、開業す
る段階では自由標榜制とい
うことで専門医がどこにど
れだけの役に立っているか
わからないような状態をい
まだに維持し続けている。
この状態に大きな問題があ
る。ですから、これから先
つくっていく専門医制度の
中では、医師はみずからの
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専門領域を標榜科とすると
いう形で、専門医が実際に
その標榜科と連携できる形
にしていくといったような
ことをしない限りは改善し
ないのではないか。こうい
うふうに大きく制度そのも
のを本質から見直す必要が
あるだろうということです。
４年前の日本医学会総会
でお聞きした宇沢先生の特
別講演が、社会的共通資本
の考え方ということを勉強
させていただくきっかけに
なりました。この社会的共
通資本というものをいかに
我々が維持していくか。特
に制度資本というものを何
よりも大事なものであると
述べておられますが、この
中に医療、教育がありま
す。いかに我々がこのもの
の体制をつくり上げていく
かということをやっていか
なければならないと思うの
です。
そこで、もう一度、がん
対策推進基本計画の現在ま
での流れを見てみますと、
今回のテーマである検診を
含めたがんの早期発見、が
んの予防、全ての患者・家
族の安心あるいは療養生活
の質の向上ということがあ
りますが、意外とこういう
テーマに関しては、表面的
なことばかり考えても実現
するのは難しかろうと思い
ます。私たちが実際の臨床
の場にいて、多くの患者さ
ん方はこれほどたくさんの
人たちががんで亡くなって
いるにもかかわらず、がん
と診断された途端に慌てふ
ためいて我々のところに来
るということをよく経験し
ますが、どうしてそこまで
日ごろの生活の中に認識さ
れていないのだろうかと強
く感じます。

欠かせない教育
そういう意味から、がん
の早期発見、検診の受診率
を高める、あるいは予防す
る、禁煙する。
これはがんのことだけで
なく、健康全体についてで
すが、極端な言い方をすれ
ば、生まれた人間は100％
死ぬわけですから、そのあ
たりのことが、果たして教
育の場にあるのだろうか
と感じられます。数学、英
語、物理、化学といったこ
とと同じように、子どもの
ときから教育するというこ
とをやっていかなければな
らないのではないかと思い
ます。
これは後ほど出ると思い
ますが、受診率がなかなか
向上しにくい背景にもかか
わってくる。ぜひこのがん
教育を早急に見直していく
必要があります。あるいは
義務教育の中にどういう形
で取り込むかということを
考えていく必要があろうか
と思います。
私は大きく三つの点を今
日は強調したいと思ってい
ます。一つは先ほど述べま
した教育の問題です。二つ
目は医療機関の整備という
ことで、二次医療圏に拠点
病院をつくるということ
で、これも恐縮ですが、現
在、108％とか、111％と
いう数字が出てきていま
す。医療圏を考えると数値
の上ではこういう形になっ
てきています。それから放
射線治療につきましても一
気に全部、100％できるよ
うになったという。先ほど
それなりに基本計画は進ん
でいるという話をしました
が、こういう数値を見る限
りでは非常に進んでいる。

今回の基本計画が奏功して
いるということはある意味
では間違っていないと思い
ます。
しかし、患者さんたちの
意見を聞きますと、がん拠
点病院が100％整備されて
きている状況に果たして満
足しているかというと、必
ずしもそうではない。あく
までも行政の立場からすれ
ば全てこういう形で、拠点
病院、がんセンター、都道
府県の拠点病院、地域拠点
病院、それぞれのものがク
リティカルパスをつくり
云々、ということになって
いますが、残念ながら、少
なくとも半分ぐらいの患者
さんはこうした枠組みから
外れたところで治療されて
いる。それと、こういう連
携が必ずしもうまくいって
いるとも言えない。

古い医療提供体制
病院の体制は、数十年前
からあった非常に古い病院
の体制とあまり変わってい
ない。ところが、内容は大
きく変わってきた。大きな
医療機器が入り、ＣＴが入
り、ＭＲＩもＰＥＴも入っ
た。そして隣の地域の病院
にある、ということで競争
して入っている。医療の質
が変わってきているにもか
かわらず、病院の体制・配
置は昔のまま変わっていな
い。そして何とかしようと
いうことで今やっています
が、先ほども出ていました
が、点や線の形でしかなか
なか行っていない。そこで
今からやらなければならな
いことは病院中心ではなく
て地域中心、地域完結型の
医療体制を考えていく必要
があるのではないかと思っ
ています。

		

これは非常に難しいこと
だとは思いますが、改めて
医療提供体制を見直す必要
があるのではなかろうか。
この話のついでに申し上げ
ますと、東北のほうで病院
も開業しているところもつ
ぶれてしまったときに、ど
ういう基本理念でもってそ
こを再生していくかを考え
ますと、全く更地のような
ところに建てるということ
になれば、理想的なことも
しようと思えばできるので
はなかろうかという気もし
ます。易しくはないだろう
と思いますけれども。

がん登録は国全体で
最後の三つ目の話題、が
ん登録の話です。このがん
登録の重要性は皆さんおっ
しゃいますし、必要です。
これも三つの重点項目のう
ちの一つに入っています。
しかし、院内登録をする病
院が幾つあるというぐらい
のことであって、実際それ
以上はなかなか進んでいな
いと言えるでしょう。これ
は前の垣添会長のときに、
平成21年12月の段階で厚
労大臣に対して、がん登録
の推進に関する提言という
のを行っています。その中
には、がん医療向上のため
にはどうしても必要である
ということを国民の皆さん
にわかってもらう必要があ
るということと、個人情報
保護法、統計法との整合
性を図って法律で何とかす
べきであるということを、
21年の段階で提言してい
るのですが、これがなかな
か動いていない。
がん登録を、院内登録と
いった形ではなく、もちろ
ん、それはそれで必要ない
とは言いませんが、それよ

対 が ん 協 会 報
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本質的な議論の必要性を訴える門田氏

りもやはり地域全体、ある
いは国全体でデータを持っ
て、何にもまさるエビデン
スを示しながら登録してい
くということを、本格的に
始めなければならないと強
く思っています。
諸外国、ほとんどの国は
法律に基づいて登録してい
る、ということは義務、あ
るいは権限で進めていくの
だと。そうしたら、もう罰
則まであるというところま
で行っている。にもかかわ
らず、我々は、我が国を先
進国だと思っていますが、
残念ながらこの面では、ほ
とんど後進国と言わざるを
得ない状況に甘んじている
と言えるのではないでしょ
うか。

共通番号の導入を
いまお話しさせていただ
いた三つの課題について
は、何とか進めていくべき
ではないか。易しくはない
ですけども、その努力、ス
タートを切るべきではない
かと思っています。単にが
ん登録で、がんになった人
を登録というところではも
う既に諸外国に負けている
わけですので、これから特
に小児のがん、小児からの

ワクチンを考えていくなら
ば、病気になる前の登録か
らスタートしなければなら
ない。いま、政府が共通背
番号制云々ということを言
ったりしているわけですの
で、私はぜひこの機会に、
医療・社会保障という面か
らも導入を早く手がけてい
きたいと感じています。
そうしますと、個人情報
保護法の関係でネガティブ
な意見も出てくるわけです
が、これは非常に有名なマ
イケル・サンデルさんの正
義の話になりますけれど
も、リベラル派という形で
個人の自由ばかりを言って
いても仕方がないという彼
の考え方に、ここでは私は
賛成です。
「共和主義は、人間は歴
史や地域の共同体から切り
離された負荷なき自己では
ないと主張する。人間は共
同生活への参加者としての
自分をイメージすることな
しに、自分自身を思い描く
ことすらできないのであ
る。その意味で国民が共
有すべき市民道徳を涵養す
ることこそが大事である」
と。私は今生きている。い
ま我々はがんにかかってい
る。このことが、今のデー

タがどういう結果になろう
と、子孫のために使われる
ということに反対する人は
いないのではないかと思い
ます。国民の皆さんあるい
は患者の皆さんの後押しを
いただきながら、これを前
に進めるということが非常
に重要ではないかと思って
います。
私は今回重要な問題とし
て国民教育と、これは非常
に難しい問題だと思います
が、医療提供体制の本格的
な改革が必要だろうという
こと、登録の話をさせてい
ただきました。そこであえ
て申しますと、がん対策に
イノベーションという単語
をよく使います。技術革新
のイノベーションを我が国
は使い過ぎで、イノベーシ
ョンの中にはソーシャルイ
ノベーション、システムイ
ノベーションという表現が
あると思いますが、そこの
ところがどうも我が国では
おくれている。そこを何と
か前面に出していくという
ことをやらなければならな
いのではないかと思います。
実は先日、金澤一郎先生
が「日本の科学の展望」と
いう講演をされているのを
聞いていましたら、同じよ
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うなことをおっしゃってい
て非常に気に入ったので使
わせていただきます。我が
国ではイノベーションとい
うと大概の場合、技術革新
のことを言うとおっしゃっ
ているので、そのとおりだ
と思いますが、それだけで
はないんだと。制度、シス
テム、ソーシャルイノベー
ションと申しましたが、制
度改革が必要だと。そうい
うふうに我々は意識が変わ
らなければならないという
話をされました。
さらに、これが一番おも
しろかったのですが、４番
目としてもう一つの意識改
革が必要だとおっしゃられ
ました。これは科学の問題
でして、エネルギーが必要
だと、エネルギーをどこか
ら生み出すかという話の中
に、最後はいまどんどん必
要だと言われているエネル
ギーが本当に必要なのか、
そこから考え直す必要があ
ろうという話でしたが、私
たち医療の中においても医
療の進歩、進歩という中に、

講演②
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何が目標なんだというとこ
ろもじっくりと考える必要
があろうということです。
私個人の考え方を述べさ
せていただきましたが、何
とかこの重責を担いたいと
思っているということで
す。ご清聴どうもありがと
うございました。
――門田先生ありがとう
ございました。私たちは目
先の問題にとびついて解決
しようとしがちですが、そ
れを俯瞰するもうちょっと
奥深いところから、並びに
長期的展望に立って問題の
根っこから考えていかなけ
ればいけないというのは、
対がん協会にとっても非常
に必要な視点だと思いま
す。本当にありがとうござ
いました。
続きまして、宮城県対が
ん協会の渋谷先生に、がん
検診の課題について、主に
住民検診を中心にお話しし
ていただきたいと思いま
す。では、渋谷先生よろし
くお願いいたします。

がん検診の課題

住 民 検 診 を 中 心 に
渋谷 皆さん、こんにち
は。ただいまご紹介いただ
きました宮城県対がん協会
の渋谷と申します。門田先
生から大所高所からのお話
を賜りましたけれども、私
は、日本のがんの動向と、
がん検診の課題についてお
話しさせていただきます。
とくに実際の検診の現場で
の課題を中心にしたいと思
います。
日本のがんの動向は、国
立がん研究センターのホー
ムページで紹介されていま
すが、主要な部位別のがん

の罹患率の推移をみます
と、どんどん増えてきてい
ます。これは高齢化が主な
原因です。女性でどんどん
増えているのが乳がんで、
男性では胃がんと肺がんが
増えている。がんは全体的
に増えているわけですが、
ただ肝臓がんは横ばいで
す。
死亡率をみますと、男性
の場合は第１位が肺がん、
次は胃がんです。肝臓がん
は減ってきている。結腸が
んと直腸がんを合わせた大
腸がんは第２位になってい

ます。女性でも胃がんより
も肺がんがついに１位にな
っているわけですが、実は
結腸がんと直腸がんを合わ
せると、つまり一般に大腸
がんですが、女性では第１
位ということです。
このように死亡率、罹患
率とも増えているわけです
けれども、これを年齢調整
してみますと、低下傾向に
なります。肺がんがようや
く頭打ちか、横ばいという
状況で、前立腺がんが増え
ている。
女性では乳がんが非常に
増えてきているというのが
問題です。子宮がんも増え
ていますが、これは若い人
が増えているということで
す。死亡率で見てみるとど
うかというと、基本的に死
亡率は減っています。罹患
率は増えているものの死亡
率は減っている。これは医
療の進歩、及びがん検診の
おかげだろうと考えられま
す。ただ、女性の乳がんと
膵臓がんが増えているのが
気がかりです。
まとめますと、胃がんは
高齢者の病気になりつつあ
る。若年者では罹患率その
ものも下がってきている。
大腸がんは女性のがんによ
る死因の第１位である。子
宮がんは若年者での罹患が
増加している。肝心の20
代の検診受診率は低迷して
いる。乳がんは先進国で唯
一死亡率、罹患率とも増加
している。欧米と違って、
これは東アジアの特徴です
が、40歳代に発症のピー
クがある。肺がんはがんに
よる死因の第１位ですが、
男性では死亡率がようやく
減少しつつある。そういう
状況です。
年齢調整死亡率ではほと

んどのがんが低下ないしは
横ばい傾向ですが、女性の
乳がんと膵臓がんは死亡率
が増加している。膵臓がん
はなかなかがん検診にはな
じまないがんですので、そ
ういう意味では女性の乳が
ん検診は非常に重要でしょ
う。欧米で女性の乳がん死
亡率が下がっているのは、
マンモグラフィーによる乳
がん検診が普及しているせ
いであろうと言われていま
す。
確実にがん征圧に向かっ
て前進しつつありますけれ
ども、そうは言いながら、
総死亡率で見ますと超高齢
化社会の進行で、これから
団塊の世代がどんどんがん
年齢になります。ですか
ら、がんの死亡率は今後増
加するだろうということが
言えると思います。それを
踏まえて、住民検診、がん
検診の課題について考えて
みたいと思います。
一つは受診者の固定化・
高齢化です。さらに受診率
の低迷、精度管理体制の不
備、とくに一般競争入札に
よる検診機関の経営の悪
化、そういうことが非常に
問題になっています。

受信者の固定化
最初に受診者の固定化・
高齢化についてお話ししま
す。今後は団塊の世代が対
象になるのかなと個人的に
思っているわけです。宮城
県対がん協会の年齢階級別
の胃がん検診受診者数の
変化をみますと。平成元
年度、一番多いのは50代、
6 0代。次に4 0代でした。
それから20年後の平成21
年度は、40代ががくんと
減ってきて、60代、70代
後半が非常に増えてきてい
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渋谷大助氏

る。平成元年度と比較して
21年度は、全体的に移行
したのではないかと思うぐ
らい、この20年間でかな
り高齢化しています。
受診者の固定化というこ
とでみますと、初回受診者
の割合は15％で推移して
います。つまり、なかなか
初回受診者が増えていない
のです。本当はもっと40
代の働き盛りの人たちを何
とか検診に引き込みたいと
ころであるわけです。

偶発症は……
ところで、このがん検診
受診者の高齢化はどういう
問題を引き起こすのでしょ
う。日本消化器がん検診学
会のアンケート調査をみて
みます。私が担当したわけ
ですが、全国で428の協力
施設があって、回収率は
47.4％でした。
地域、職域、人間ドッ
ク合わせて全部で約4 1 4
万１千人のがん検診をやっ
ています。偶発症ですが、
頻度はかなり少ないとはい
え、バリウムが胃に入らな
いで間違って気管に入って
しまう。そんなに重症には

なりませんが、このケース
が一番多い。重症になるの
は腸閉塞、腸官穿孔で、場
合によっては死亡。実際こ
こでは１例だけでしたが、
実は重症例の半数は70歳
以上の高齢者です。
一番多い誤嚥症例の年齢
分布をみてみますと、圧倒
的に男性高齢者に多い。こ
れはもう昔から知られてい
ることで、今回のアンケー
ト調査でも同様でした。偶
発症の重症例は高齢者に多
いということですが、バリ
ウムで肺炎を起こしたりす
る偶発症の重症例も高齢者
に多いというのは問題があ
るわけです。

正確な受診率の把握には
次に受診率の低迷という
ことですが、そもそも正確
な受診率が計測されていな
いという問題があります。
我が国における主な受診率
の調査方法ですが、国民生
活基礎調査が代表的で、こ
れは、いわゆるサンプリン
グ調査（標本調査）です。
諸外国のがん検診の受診率
もこの標本調査です。これ
は職域も含めて調査する際
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の有力な方法ですが、いろ
いろと設問方法の問題が指
摘されていますし、どうし
ても答えない人がいる。未
回収。その人たちは検診を
同じ割合で受けているのか
受けていないのか、わから
ないところがあります。
実数でわかるのは地域保
健・老人保健事業報告、い
まは地域保健・健康増進事
業報告と言いますけれど
も、受診数は市町村で実施
した検診分を計上して、職
域などで受診する者は除い
たり、寝たきりの人を除外
したりとか、市町村でいろ
いろな出し方をして必ずし
も一致していないという課
題があります。一番確実な
のは検診実施機関への網羅
的調査ですが、これはどこ
でもできるというわけでは
ありません。山形県、福井
県など幾つかの県で実施さ
れているにすぎません。
私たちの研究班で、受診
率の計測のための研究を行
いました。詳しいことはさ
ておいてまとめですが、有
効性評価に基づくガイドラ
インで推奨されたがん検診
を対象とした検診受診率を
推定するための有用な調査
票でした。これは対策型、
任意型、住民、職域を別個
に集計できるなかなかすぐ
れものであるわけですが、
70歳以上の方の結果が全
くあてにならない。記憶が
定かでない。新しい検診受
診率の推計法は、現在の検
診受診率推計方法が含む幾
つかの問題点を把握して、
一部は改善しましたけれど
も、調査対象者の回答意思
や記憶に頼るこの方法はや
はり限界があることがわか
りました。
特定健診のように健康保
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険者番号を活用するなど、
受診者の意思や記憶と関係
なく、網羅的な受診台帳フ
ァイルとの照合によって、
検診の受診者と未受診者が
確実に把握できるシステム
を構築して、これは後ほど
の受診率の話になりますけ
れども、そういう体制を整
えるべきだと思われます。
仙台市で行った各年代に
おける検診区分の割合の変
化では、我々が実数で把握
できるのは住民検診部分
で、これは健康増進事業報
告になります。ところが男
性でも女性でも、働き盛り
はほとんどが職域検診を受
けている。全体でいいます
と、住民検診は一部しか把
握していないことになりま
す。がん検診の受診率を上
げるためには住民検診だけ
ではやはり不十分で、職域
も含めた対策が必要だとい
うことがわかります。
働き盛りの年代はほとん
どが職域検診を受けてい
て、住民検診は高齢者が主
体です。健康増進事業報告
では、がん検診受診率の約
半分しか把握されない。も
しかしたら半分以下ではな
いかと思っています。高齢
者は健康状態に個人差が大
きい。生活習慣病の合併や
重複がんの発生、また検診
に伴う偶発症を考えると、
単一のがんをターゲットに
した集団検診よりは、かか
りつけ医による個別健診あ
るいは総合健診のようなも
のが実際は向いているのか
なと思うわけです。しかし
個別健診は、ご存じのよう
に精度管理が大変難しいと
いう問題がまた一方である
わけです。
がん検診の課題をまとめ
てみますと、受診者の固定
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渋谷氏から様々な課題が報告された

化・高齢化、受診率の低
迷。受診率向上のためには
どうしたらいいか。

有効な受診勧奨は
検診を受けなかった検診
未受診者の受診勧奨、これ
は全国でそうだと思います
が、今まで宮城県で言われ
ている未受診者勧奨は、例
えばがん検診を申し込んだ
けれども受けなかった人を
対象とした勧奨でした。
こうした人に個別の受診
勧奨をしますと、やらない
場合に比べると25％ぐら
い受診率が上がりますけれ
ども、全体の影響は少な
い。なぜか。申し込んだけ
れども受けなかった人なの
で、対象者全体の約６％で、
そこで20％、30％上がっ
たところで、掛けてもせい
ぜい１～２％の増加にしか
ならないということです。
我々の研究班で、いわゆ
るコール・リコールシステ
ムということで、受けなか
った人ほぼ全員を対象とし
た受診勧奨、再勧奨を行っ
たことによって、全体の受
診率を７から10％ほど上

げることができました。検
診を申し込んだが受けなか
った未受診者に個別の受診
再勧奨は大変有効ですが、
大幅な受診率向上には、や
はり網羅的な受診者台帳フ
ァイルを用いたコール・リ
コールシステムの構築が必
須であると思います。
私たちの研究をまとめま
すと、有効な受診率向上策
としては、やはり全住民の
受診者ファイルをもとにし
た個別の受診勧奨、再勧奨
というのが大事だと思いま
す。これは受診率の計測と
切っても切り離せないもの
です。正確な受診率はわ
からないと言いますけれど
も、全住民の受診者ファイ
ルがあって、確実に受けな
かった人を把握すれば、受
けた人は当然引き算で把握
できるわけです。そういう
仕組みがやはり必要である
と思います。
一方で個別の受診勧奨に
無料クーポンを組み合わせ
ても、やはり検診を受けな
い人々は存在するわけで
す。そういう方々には、こ
れも我々の研究で有効性が

証明されましたけれども、
行動科学理論とソーシャル
マーケティングの手法を用
いて、層別化された対象者
へのいわゆるテーラーメイ
ドのメッセージを届けるこ
とが必要だろうということ
です。コール・リコールシ
ステムに、こういう行動変
容の手法を組み込むことが
有効ではないかと考えてい
ます。
がん検診の課題ですが、
一つは高齢者のがん検診へ
の対応ということです。高
齢者はこれからもどんどん
増えていきます。年齢を調
整すると、がんの死亡率は
下がっているわけですが、
実際は総数としてはどんど
ん増えていくでしょう。や
はり住民検診は高齢者が対
象とならざるを得ない。そ
うなった場合は偶発症対策
が欠かせません。しかも高
齢者はいろいろな病気を持
っています。そういうこと
にも目を向けた総合健診へ
の対応が必要なのではない
でしょうか。
受診率の低迷に関して
は、いわゆる健康保険者番

号等の活用による網羅的な
受診者台帳ファイルによっ
て、受けている人と受けな
かった人を正確に把握し
て、それに基づいた受診勧
奨、再勧奨。そういうコー
ル・リコールを行うことが
重要だろうと思います。今
日は厚生労働省がん対策推
進室長の鷲見先生がいらっ
しゃっていますけども、国
のほうにぜひお願いしたい
と思っている次第です。
精度管理体制の不備につ
いてお話しします。競争入
札で安かろう悪かろう検診
が行われては非常に困るわ
けです。入札によってある
程度コストが削減されるこ
とは非常にいいことですけ
れども、手抜き工事みたい
な格好で橋が落ちるような
ことが起きると大変です。
そのためにはどうしたらい
いか。いま各都道府県に生
活習慣病検診管理指導協議
会があるわけですが、形骸
化しているのではないか、
という指摘があります。こ
の活性化が重要だろうと思
っています。ご清聴どうも
ありがとうございました。
――渋谷先生どうもあり
がとうございました。先ほ
ど門田先生がかなり俯瞰的
なところからお話ししてい
ただいたのですが、渋谷先
生は本当に現場に密着し
て、さまざまな手法を使っ
て分析されている。物事の
表裏を非常にうまくご講義
されたと思います。その
両方ともに欠かせない対策
をとっていかないと、結果
として国民のがん死亡率減
少が実現しないのではない
か、よく理解できました。
本当にありがとうございま
した。

		

続きまして住民検診と並
んで日本のがん検診の中で
欠かせないのが職域検診で
す。職域でがん検診並びに
健康管理に、企業はどのよ
うに取り組んでいるのでし
ょうか。それを大和証券グ
ループ本社の安藤さんから
お話しいただきます。後ほ
ど詳しくご紹介していただ
きますけれども、大和証券
グループは人間ドックの受
診者が７割という非常に高

講演③
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い受診率を達成している。
こういったことが全体とし
て日本の中で把握されてい
ないことが非常に大きな問
題です。先ほど渋谷先生
が、受診率が正確に把握さ
れていないことの問題をご
指摘されましたが、その問
題にもつながります。職域
でのこういう取り組みを把
握していくことは欠かせな
いと思います。では、よろ
しくお願いいたします。

企業の取り組み

がん検診受診率向上に向けて
安藤 ただいまご紹介い
ただきました大和証券グル
ープ本社の安藤と申しま
す。大変高名な先生方がた
くさんいらっしゃいまして
緊張しておりますけれど
も、私からは企業の取り組
み事例ということでお話し
させていただきます。よろ
しくお願いいたします。
当社グループには健康管
理を担当する部署が三つあ
ります。人事部と健康保険

組合、もう一つは総合健康
開発センターという、東京
と大阪に三つある医務室を
有する組織です。当社グル
ープの健康管理の特徴とし
ては、この三つの担当部署
が連携を非常に深くして三
位一体でやっているという
ことと、もう一つはいろい
ろな施策の中で、社員に対
して若干強制力を働かせる
ような仕組みをとっている
ことだと思っています。

安藤宣弘氏
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今日は、当社グループの
がん対策について、それか
ら禁煙支援の取り組み、健
康増進に向けた取り組み、
まとめという順番でお話し
させていただきます。
当社グループは、従業員
数が１万５千人で男女比は
５対３です。年齢構成は男
性がメタボに突入しやすい
40歳代、それから20歳代
が多く、二つのこぶになっ
ています。女性は20代が
多いという状況です。
疾患状況は、中心は生活
習慣病ですが、10年前と
比べてメンタル系疾患が増
加しています。世間一般的
な傾向と同じだと認識して
います。健康診断の有所見
者は20％で男女比は７対
２です。春の定期健康診断
はほぼ100％が受診してい
ます。平成20年からワー
クライフバランスを推進し
て、19時前退社を励行し
ています。したがって過
重労働は減少してきていま
す。
産業保健体制ですが、先
ほどお話しした総合健康開
発センターの本部が東京に
あり、常勤の産業医が１人
と保健師と看護師が６人い
ます。それ以外に非常勤の
産業医２人と診療医８人に
来ていただいています。あ
と大阪と東京にもう一つ医
務室がありますけれども、
ここに産業医、保健師等が
常勤しています。
がん対策についてです
が、まず検診関係では春の
定期健康診断を５月から６
月に行っています。こちら
の受診率はほぼ100％です
けれども、５月から６月の
定期健康診断の期間中に受
診しなかった社員について
は、７月に再検査の時期が
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１週間ほどあります。受診
しなかった社員全員に対し
て、ラインの部長に「あな
たの部署の社員でこれだけ
受けていないです」とリス
トを送り、上司から指示を
出してもらう。したがっ
て、受けていない社員は再
検査の時期に受けています
ので、ほぼ100％になって
います。上司から指示を受
けるのが嫌なので、結構み
んなまじめに毎年受けてい
ます。

人間ドック受診７割
それから秋に人間ドック
があり、32歳以上を対象
にしています。婦人科検診
を含んでいます。これは健
康保険組合の補助を出して
いる任意の保険です。受診
率７割ということで、受診
しない社員が３割いるわけ
ですが、この３割の未受診
者の中には毎年受診してい
ない社員がいます。こうい
った社員に対して受診の重
要性をアピールしようとい
うことで昨年から案内を送
るようにしています。やは
りまだ動きが鈍いので、が
んの早期発見には受けてい
ないと見つからないんだと
いうことを、今年はもうち
ょっとアピールしようと考
えています。
3 2歳未満の女性には、
人間ドックの受診資格がな
いかわりに、昨年度から乳
がん、子宮頸がん検診を開
始しました。昨年度が初年
度だったわけですけれど
も、受診率は４割程度でし
た。これは毎年受診率を上
げていきたいと考えていま
す。
検診関係以外では、総合
開発センターの医務室の３
拠点で昨年度から希望者に
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子宮頸がんワクチンの接種
を行っています。昨年８月
に子宮頸がんワクチンの社
内接種を始めますというこ
とを社員向けにアナウンス
しました。会社の補助は
使っていなくて３回接種で
３万５千円。一般の病院で
は５万～６万円かと思いま
すので、ほぼ原価で対応
している。ただ、若い女性
にとって３万５千円は結構
な金額だとは思いますが、
これを出したところ一度
に100人ほど電話予約が入
り、予想以上に反響があり
ました。
社員から、子宮頸がんワ
クチンを社内で受けられな
いかという要望があったわ
けではないですが、社員が
その案内を見て、安いし、
社内ですぐ受けられて便利
だと多分思ったのだと思い
ます。社員がそれはいい
な、受けたいな、というメ
ニューを我々が考えて提示
することができれば、社員
は自分でお金を使っても行
動するということがこの件
でよくわかりました。
それから禁煙チャレンジ
というプログラムを進めて
います。60日間の期間を
定めて、まず参加者を募集
します。参加者には禁煙カ
レンダーと呼ばれるチェッ
クシート──Ａ４の紙にコ
ピーした表のようなもの─
─をこちらから送って、毎
日禁煙できたかどうかを自
分で「○」
「×」でチェック
をして、期間が終了したら
総合健康開発センターに提
出するという単純なもので
す。
これは禁煙という結構つ
らい試みを、１人ではなく
希望者が一斉に実施すると
いうところがポイントかな
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安藤氏が発表する企業の取り組みは注目を浴びた

と思います。総合健康開発
センターの担当の保健師
が、開始の３日目とか１週
間目に、禁煙をやっている
者が苦しくなりそうなタイ
ミングで励ましのメールを
送ったりして、ちょっとイ
ベントのような形でやって
います。昨年度は122人が
参加して68人が禁煙に成
功しました。これについて
はアンケートをとっていま
すので、後ほどご紹介させ
ていただきます。
それから、がん検診企業
アクションの推進パートナ
ーに、昨年２月に参加登録
しています。がん検診受診
率50％超を目指すための
プロジェクトですが、参加
登録により、当社グループ
はがん対策に積極的に取り
組んでいるんだということ
が社員に伝わった効果があ
ります。また、参加登録す
ることで、がん検診企業ア
クションのロゴマークが使
用できるようになります。
禁煙チャレンジの案内文書
の左上のほうに、がん検診
企業アクションのロゴマー
クがありますが、がんにつ

いての啓発文書等を出す場
合にもこのロゴマークを必
ずつけさせていただくよう
にしています。
このロゴマークを見るだ
けでがんに関する情報だと
いうことが一瞬でわかると
いうところが非常に効果的
です。社員は直接業務にか
かわる情報を社内のイント
ラネット等で大量に見てい
ますので、どうしてもこう
いった健康関係の案内や情
報が埋もれてしまうことが
ありましたが、このロゴマ
ークがついていると、一瞬
でがんのことだとわかって
読んでもらえるという効果
が非常に高かったと考えて
います。

社内は禁煙
禁煙支援の取り組みにつ
いて紹介します。当社グ
ループの社員の喫煙率は、
男性が37.6％、女性が11.9
％、全体で27.7％です。こ
れは定期健康診断でのアン
ケートです。喫煙率は年々
減少しています。東京の本
社ビルにはグループで計
４千人ほどの社員がいま

す。かつては各フロアに喫
煙室がありましたが、２
年前に本社ビルの社内は全
面禁煙にしました。ビル内
に１カ所だけテナント共用
の喫煙スペースがあります
が、エレベーターで下まで
おりてというのが面倒くさ
くて、仕方なく禁煙をした
という社員も多かったよう
です。
禁煙支援の具体的な取り
組みは、５月31日の「世
界禁煙デー」の前後は社内
にポスターを掲示したり、
カフェテリアに禁煙ブース
を設置したり、あるいは小
冊子やパンフレット、資料
などをカフェテリアに置い
たりして、露出をふやすよ
うにしています。禁煙プロ
グラムは医務室内でやって
いまして、禁煙補助薬を使
用した禁煙外来も行ってい
ます。
先ほどお話しした60日
間禁煙をするという禁煙チ
ャレンジについて、昨年度
のアンケートから拾ってみ
ます。参加者は122人で、
男性が112人、女性が10人
でした。年代は20歳代が

		

32人、30歳代が40人、40
歳代が32人、50歳代が16
人とすべての年代が参加を
しました。122人中、禁煙
成功者が68人、断念した
者が41人、不明が13人で
す。何回目の挑戦だったの
かを聞いた結果では、やは
り１回目が非常に成功する
確率が高いという状況にな
っています。
禁煙をしながら励みにな
ったこととして社員から挙
げられたのは、禁煙の目的
を再認識したことでした。
自分は何のために禁煙して
いるんだろう。子どものた
めにやっているのか、家族
のためか、あるいは将来の
ためか、健康のためか。こ
ういうことをもう１回考え
てみると頑張れたと。また
禁煙する仲間がいることが
励みになったという意見も
ありました。そのほかは、
臭いにおいが消えていく、
日ごとに朝の目覚めがよく
なっていくのが実感できて
頑張れたと。また吸わない
日が続いていくと、禁煙の
記録を延ばしてやろうと楽
しくなって、禁煙カレンダ
ーに毎日丸印をつけ続けた
いという気持ちになって成
功できたという感想もあり
ました。こういったアンケ
ートをなるべくとるように
して、禁煙する社員の気持
ちにより配慮した内容に今
後もまたしていきたいと考
えています。
続きまして、健康増進に
向けた取り組みについてで
すが、こちらも広い意味で
のがん対策につながるだろ
うということと、我々企業
の担当者がどんなふうに考
えて取り組みを行っている
かを知っていただけるかな
ということで、ご紹介させ
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ていただきます。
特定健診・特定保健指導
というのが各健保に義務づ
けられたわけですが、これ
をきっかけに、人事、健
保、総合健康開発センター
が今後どうしていこうかと
いう話し合いを持つ機会が
増えました。それまでの健
康管理の取り組みがどうだ
ったのだろうという見直し
もできました。おそらく他
社の方々もそのタイミング
でいろいろと検討したり、
見直したりするきっかけに
なったというところは多い
のではないでしょうか。
３年前のレセプトデータ
から抽出した当社グループ
の社員の医療費の状況を見
てみますと、上位３位は高
血圧、糖尿病、腎不全とい
う生活習慣病が占めていま
した。春の定期健康診断の
結果を健康分布の表として
作成してみました。非肥満
者について、上からリスク
なし、リスク者、受診勧奨
者、服薬者の四つに、肥満
者については肥満のみ、保
健指導の対象、保健指導と
受診勧奨の対象、服薬者の
四つにそれぞれ分け、生活
習慣病リスクを持っている
者を合計すると全体の37
％でした。

ハイリスク者への対応
当社グループの現状から
疾病の中心が生活習慣病で
あること、それから服薬者
を含む受診勧奨領域のハイ
リスク者が２千人ぐらいい
て、結構人数が多いことが
わかりました。ハイリスク
者への対応はもちろん重要
ですが、現在はメタボでは
ないけれども、将来そう
いった状況になっていくだ
ろうという人にも対応しな
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ければいけないと考えまし
た。
一方で、法的に事業者に
は定期検診後の事後措置が
義務づけられていまして、
健保には特定健診後の特定
保健指導が義務づけられて
います。両方で話していく
と事業者側は定期健診（法
定健診）のほうが、健保の
ほうは特定健診のほうがど
うしても気になってしまう
ので、ここは三位一体でや
っていこうと、確認を新た
にし、法定健診も特定健診
も三者の強い連携で考えよ
うと確認いたしました。

イエローペーパー
まずハイリスク者に対す
る対策を中心に行って、２
年かけて段階的に、社員全
体への健康増進に向けた対
策を行っていこうというこ
とになりました。ハイリス
クのステップ１では、これ
は受診勧奨をしてもなかな
か動いてくれないハイリス
ク者に対して、少し強制力
を働かせようと、イエロー
ペーパーというものを工夫
しました。このイエローペ
ーパーについては後ほどご
説明させていただきます。
ステップ２とステップ３
の全体へのフォロー体制で
ウオーキングイベントをし
ています。これは希望者に
健康保険組合が歩数計を貸
し出して、期間を２カ月と
定め、その期間中、歩数計
ではかった自分の歩数を毎
日インターネットの画面か
ら登録してもらうもので
す。社員が朝来て前日の歩
数を登録するわけですが、
登録するとすぐ自分の順位
が出て、自分の歩数の累計
なども出てきます。昨年
12月ごろに１千人の社員
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がこれに参加したという盛
り上がりを見せました。
これも禁煙キャンペーン
と似ていて、期間を定めて
一斉にやっているという意
識から参加者が多くなった
のかなと思っています。や
りたいけれども１人ではな
かなかできないのが、隣の
社員がやっていると自分も
ちょっとやってみようかな
という、背中を押されるよ
うな相乗効果があったかと
思います。
先ほどのイエローペーパ
ーですが、いわば健康のイ
エローカードです。
定期健康診断で要精密検
査、再受診となったハイリ
スク者のうちで、医療機関
を受診していない者がかな
りいるだろうと思われまし
た。なぜかというと、特
定保健指導を始める前に、
32歳以上の社員が受けて
いる人間ドックを分析した
結果、国が定めた受診勧奨
領域の者で、会社としては
まだ受診勧奨していなかっ
たのですが、病院へ行った
者が16％しかいなかった。
春の定期健康診断で有所見
者になった者についても、
受診率は低いだろうと推測
されました。有所見者であ
るのに自覚症状がなかった
り、大したことはないと思
ったりして受診しないうち
に数値を悪化させてしまう
社員を何としてもなくさな
くてはいけないと考えまし
た。
そこで有所見者の医療機
関の受診率を高めるために
はどうしたらいいのか話し
合いました。その結果、ま
ず受診のきっかけを与えな
ければいけない、受診が必
要であるという意識づけを
行う、ある程度の強制力を
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働かせる、ということにな
りました。これらの条件を
満たす方法として、イエ
ローカードのようなイエロ
ーペーパーを対象者に送っ
て、受診報告を義務づけた
のです。
春の定期健康診断の結果
で有所見者となった社員
に、結果を送付するときに
イエローペーパーを同封し
ています。イエローペーパ
ーを受け取った社員は２週
間以内にどこかの医療機関
を受診して、医師の意見を
書いてもらった上で結果を
総合健康開発センターに提
出する。
イエローペーパーの左半
分が対象者への受診勧奨文
になっていて、受診期限、
提出方法が書かれていま
す。総合健康開発センター
の産業医から、社員が実際
にかかる医師あてに手紙を
書きます。定期健康診断の
結果が右側に記載されてい
て、医師が診察後に記入す
る所見欄に実際に受けた先
生方にコメントを書いても
らい、それを総合健康開発
センターに提出するという
方法にしています。
イエローペーパーの対象
者は、総合健康開発センタ
ーのセンター長が検査項目
ごとに決めていまして、例
えば血圧では上は1 6 0以
上、下は100以上です。糖
尿病の場合は空腹時血糖が
126以上、HbA１cが6.5％
以上、尿糖が２＋以上のい
ずれかに該当した場合です。
問診で治療中と申告しても
条件に該当する場合は、コ
ントロール不良ということ
で対象に含めています。
イエローペーパーを提出
しない社員には、主に総合
健康開発センターの保健師
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が、メールや電話で督促を
徹底するようにしていま
す。導入の初年度はイエロ
ーペーパーというのが何か
社員もよく理解できなく
て、保健師が大分苦労しま
したけれども、最終的に
12月までかかって、やっ
と50％が提出をした。た
だ、重症だった者について
は100人抽出して、我々の
ほうからグループの所属会
社の人事にリストを送付し
て、各社の人事からライン
部長に送り、ライン部長か
ら受診しなさいという指示
を出してもらい、重症者に
ついては100％受診をして
もらいました。
２年目の昨年度ですが、
少しずつイエローペーパー
が認知されてきまして、去
年は11月までかかって80
％まで回収をしました。こ
の中では保健師だけではな
くて、人事や産業医連名で
文書を送るといったような
対応もしました。今年はこ
こに来る前に74％と聞い
ております。去年の８月は
まだ40％ぐらいだったと
思いますので、大分認知さ
れてきたのかなと考えてい
ます。

見え始めた効果
効果もみえてきました。
高血圧の社員の状況を見
ますと、平成21年度と平
成22年度を比べますと改
善が見られました。平成
21年度に最高血圧が160以
上だった者は平成22年度
になるとおおむね低下をし
ています。人数で見ます
と、最高血圧160以上の者
が平成21年度は176人いま
したが、平成22年度は62
人。これはイエローペーパ
ーによる受診勧奨で社員が

診察医から適切な治療を受
けたことで改善したと考え
られ、イエローペーパーの
効果と考えています。
ただ、ちょっとどきっ
としたのは、前年度は最
高血圧が160未満だったの
に、新たに160以上になっ
た社員が43人いたことで
す。イエローペーパーを送
ったところは減ったけれど
も、送っていない下の人た
ちで、翌年度こんなに悪い
人が出てくるというのは、
やはり油断しているとどん
どん悪くなるものだなと感
じました。

健診結果のウェブ化
当社の健康管理の年間ス
ケジュールは５月の定期健
康診断から始まります。イ
エローペーパーは有所見者
受診確認票というもので、
９月中旬から特定保健指導
を行うことになっていま
す。QUPIO（クピオ）配
信という、ウエブ上に春の
定期健康診断の結果と前年
の人間ドックの結果を配信
するシステムもあります。
２年前からウエブ上で社員
が自分の健康診断の結果と
その分析、あるいは本人の
状態に合わせた情報、例え
ば血糖値が高い人にはそれ
に合った情報等が見られる
ようになっています。
それまで定期健康診断や
人間ドックを受け、結果を
紙でもらって、そのまま引
き出しに入れて二度と見な
いというような人もいまし
たが、ウエブ化をしたこと
で、ちょっと気になると自
分でその画面を見ることが
できるようになり、社員の
健康意識という意味では非
常に効果があったと思って
います。

アクセス数もだんだん上
がってきて平成22年10月
は46％。ただ逆に言うと
半分以上の社員が当時まだ
アクセスしてなかった。ど
うしても社内で見ようとす
ると、職場でみんな一生懸
命仕事をしている中で自分
だけ関係ない画面を開くと
いうのがすごく抵抗のある
社員が結構いるということ
と、家に帰ってから見ると
いうのは面倒くさいという
社員もまだ多いので、もう
ちょっと健康意識を高めて
いかなければいけないと考
えています。
今年は生活習慣病対策で
何をしようかといろいろ考
え、腹八分目プログラムに
取り組んでみました。８月
２日から31日までの30日
間、みんなで腹八分目を意
識して徹底しようと、朝・
昼・晩、毎日腹八分目を達
成したら「○」とか「×」
をチェックするだけの単純
なものです。例えば昼ご飯
にとんかつ定食を食べると
き、２切れ残してご飯を３
分の１ぐらい残すと、何カ
ロリーから何カロリーにな
りますという小冊子を配っ
てやりました。
これはなかなか苦しい
し、非常にストイックで過
酷なのであまり人は集まら
ないかなと思って出しまし
た。あまり集まらないと準
備した保健師もかわいそう
なので僕が率先して申し込
んだりもしましたが、実際
に案内を出したら２週間
で330人の応募がありまし
て、予想以上に多かった。
これも禁煙チャレンジ、ウ
オーキングキャンペーンと
同じように期間を決めて一
斉にやると結構みんなやる
ということがわかった事例

		

でした。昨日が最終日で、
最初にチェックシートに
体重を書き入れ、
「○」
「×」
をつけ、最後の体重を記入
して、今日から提出をして
くるので、どのぐらいやせ
たのかを早く見てみたいと
思っています。
それから取り組みの効果
について、人事、総合健康
開発センター、健保が一体
になったことで非常にプレ
ゼンスが高まった。社員に
対してメッセージを送ると
きにも、ばらばらにやるよ
りは三位一体、三者連名で
出していますので、強いメ
ッセージが送れるようにな
って、アナウンス効果が高
まったと思っています。

社員の健康は会社の利益
最後にまとめですが、会
社が社員の健康のためにい
ろいろな取り組みを行い、
それによって社員が健康に
なるということは、会社に
とって非常にメリットが大
きいと思っています。社員
が健康になれば当然業務効
率は上がりますし、会社が
社員に健康のことでがみが
み言うことで、うるさいな
と思う社員もいるとは思い
ますが、気にかけてくれる
んだなということでロイヤ
ルティが高まったり、いい
会社だと思ったりしてもら
えるところもあります。
それからサラリーマンの
健康支援やがん教育という
のは、会社が行うのがすご
く効果的だと思っていま
す。先ほどの強制力を持た
すことができるということ
と、睡眠時間を除くと社員
は職場にいる時間が一番長
いので、そういう意味では
会社が行うのが効果的だろ
うと思っています。
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社員の健康意識を総合的
に高める必要があって、が
ん対策も単独で行うより
は、メタボとかその他も含
めた総合的な健康教育等の
対策の中で社員の健康への
意識を高めて、その中でが
んについてもよく知っても
らうことが、がん検診の受
診率向上につながるのでは
ないかと考えています。
これは我々の問題でもあ
りますが、レセプト分析
等、健康データをうまく活
用していくのが非常に重要
だと思い、環境整備の必要
性を感じています。人間ド
ックを受けて、がんを早期
に発見できて完治したとい
う社員も結構いるはずです
が、そのデータを抽出しよ
うとすると、今はできない
のです。これを何とかでき
るようにして、例えば昨年
度は人間ドックを何人が受
けて、がんが何人見つかっ
て治ったということが社員
に示せると、もっと人間ド
ックを受ける人がふえてく
ると思っています。
我々は今後も社員の健康
増進のために試行錯誤しな
がら、ちょっとずれたこと
もやったりしている部分は
あるかもわかりませんが、
どんどんいろんな取り組み
をしていきたい。どういっ
た取り組みや効果があるの
かをいろいろ模索しなが
ら、ノウハウを蓄積してい
きたいと考えています。お
聞き苦しい点がありました
でしょうが、ご清聴ありが
とうございました。
――どうもありがとうご
ざいました。非常にきめ細
やかな健康管理、先ほどお
っしゃっていましたが、社
員にうるさいなと思われる

（第三種郵便物認可）

（ 17 ）

ぐらいまでやると、やはり
健康意識は高まっていくと

それでは、ここで少し休憩
を挟んでから、厚生労働省

いうのが非常によく理解で
きました。どうもありがと
うございました。
講師の先生方にご質問も
あろうかと思いますが、後
ほどのパネルディスカッシ
ョンの中で皆様のご質問を

がん対策推進室長の鷲見先
生も交えた形で総合討論を
行いたいと思います。休憩
は10分あまり、４時25分
から次のパネルディスカッ
ションを始めたいと思いま
す。よろしくお願いいたし

お受けしたいと思います。

ます。

総

合

――これよりシンポジウ
ム第２部のパネルディスカ
ッションを始めたいと思い
ます。先ほどご講演をいた
だいた先生方、並びに厚生
労働省がん対策推進室の鷲
見室長を交えて、いろいろ
論議を深めていきたいと思
います。皆さんよろしくお
願いいたします。
最初に日本対がん協会か
ら報告させていただきま
す。がん検診の受診者数と
クーポン券の効果に関する
アンケートの集計を皆様の
お手元にお配りしていま
す。これは乳がんと子宮頸
がん検診の無料クーポン券
の効果について、支部の皆
様のご協力を得てまとめた
ものです。無料クーポン券
の効果を探る目的で、クー
ポン券の配布対象年齢の受
診者の推移を過去３年間に
わたって調べました。
その結果、2008年度の
受診者数を１としてみる
と、2009年度は乳がん検
診の受診者数は1.83、子
宮頸がん検診の場合は2.63
でした。それが2010年度
になりますと、乳がんが
1.84、子宮頸がんでは3.11
になっている。乳がんはほ
ぼ横ばい、子宮頸がんはさ
らに伸びている。これは無

討

論

料クーポン券がほぼ定着し
ていて、子宮頸がんではま
だまだその効果が大きくな
っているのではないかとい
うふうに考えられます。
今年、厚生労働省は新し
い対策として大腸がん検診
についても無料クーポン券
を導入し、今準備を進めて
いらっしゃるようですけど
も、こういう効果がまた大
腸がんにも期待できるので
はないかと推測できます。
これを最初に鷲見室長にお
うかがいしたいのですが、
いま、無料クーポン券が配
布されるがん検診は、乳が
ん、子宮頸がん、大腸がん
の三つです。そうなると、
胃がん、肺がんを加え、少
なくとも厚生労働省が指針
をつくって推奨している五
つのがんについても、無料
クーポン券を進めていって
はどうかという声が出てく
るかもしれませんけれど
も、いかがお考えでしょう
か。
鷲見 皆さん、こんにち
は。今年の８月７日に厚労
省がん対策推進室長に着任
しました鷲見学と申しま
す。よろしくお願いいたし
ます。私自身、がんの領域
は初めての経験ですので、
皆さんに教えていただきな
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講演の中で触れられていま
したイエローペーパーの考
えにもつながるのだろうと
思います。対象者に応じた
メッセージの発信の仕方は
非常に手間がかかると思い
ますが、一方で効果が高ま
る。投網を打つように全員
に同じ啓発をするのではな
くて、やはり対象層を絞り
込んだ啓発をしていかなけ
ればいけないとお考えでし
ょうか。

対象に合った啓発

鷲見学氏

がら、頑張らせていただき
たいと思います。よろしく
お願いいたします。
今いただいたご質問です
が、おっしゃったように無
料クーポン券を平成21年
度から、子宮頸がんは20
歳から40歳、乳がんは40
歳から60歳という形で５
歳区切りでスタートしたと
ころです。これについては
対がん協会の方が取りまと
めてくださったように、確
かに一定の効果があったの
だろうと認識しています。
一方で、こちらのまとめ
にも記載していましたが、
個別勧奨というような方法
もやはり組み合わせる必要
がありますし、先ほど渋谷
先生からもお話がございま
したが、そうした重要性が
改めて認識されたと考えて
います。
こうした中、今年度は無
料クーポン券を大腸がんに
拡大しました。さらに今後
どうなるのかというお話で
すけれども、当然私どもと
してはその効果を見なが

ら、そして予算をにらみな
がら対応していきたいと考
えています。ですので、私
どもがん対策推進室として
は、必要な予算をきちんと
確保する努力は今後も続け
ていきたいと思っています
が、現時点でほかのがんに
まで広げるというようなこ
とを軽々に申し上げる段階
ではないだろうと考えてい
ます。
――わかりました。あり
がとうございます。就任さ
れてまだ１カ月足らずのと
きに、急に質問を振ってし
まって申しわけありませ
ん。いま鷲見さんもご指摘
されましたけれども、先ほ
ど渋谷先生が、コール・リ
コール、個別勧奨は、前々
から効果があるのではな
いかとおっしゃっていまし
た。その効果を研究班で実
証された、と。
それで個別勧奨も対象に
応じた形で、いわゆるテー
ラーメイドのメッセージを
発信と言われていましたけ
れども、それは安藤さんが

渋谷 いわゆる行動科学
理論を用いたテーラーメイ
ドの受診勧奨ですが、それ
に関しては乳がん検診でし
か実は確かめていません。
大腸がんでも確かに効果は
ありますが、乳がんほど際
立ってはいないという印象
があります。
どういうふうに分けたか
と言いますと、先ほどの安
藤さんのイエローペーパー
というのは重症度の応じて
という内容ですね。より早
く医療の介入をしたほうが
いい方にはイエローペーパ
ーという格好で強く受診を
勧めたと受け止めているわ
けですが、我々の研究班で
やったことはそうではなく
て、がん検診を受けない人
に、ということです。
受けない、ということは
表面的には一つのことです
けれども、その中身は異な
ります。たとえば、受けた
いけれどもそのきっかけが
ない人、受けようかなと思
っているけれども機会のな
い人はちょっと背中を押せ
ば受ける人でしょう。また
受けようかなと思ってはい
るけれども、いますぐはま
だ考えてないという人、が
ん検診は全然関係ないと思

っている人、がんなんかに
はならないという人、これ
ら三つの考え方の人たちに
対してのアプローチはそれ
ぞれに異なるのではない
か、ということです。
それは禁煙プログラムで
もそうですけれども、禁煙
プログラムで成功したとい
う方は、禁煙を希望する方
を対象にしてやられている
わけですが、それと同じよ
うにそれぞれに合ったメッ
セージを送ることで検診の
受診率を上げたということ
です。
そうすると、がんのハイ
リスクはその三つの中でど
れが一番高いかというと、
実はがん検診を受けたこと
がないというのが、がん死
亡の一番のハイリスクで
す。ですから、一番受けそ
うもない人が本当は一番イ
エローペーパーを送らなけ
ればいけない対象者です。
啓発の効果が一番高いと考
えられるのは、今すぐにで
も受けたいと思っているけ
どもなかなかきっかけがつ
かめないという人です。研
究の結果、もちろんその人
たちがやはり一番効果は高
かったです。

時に脅しも必要
驚いたのは、一番ハイリ
スクで乳がんなんか怖くな
いという人に、少し脅かす
ようなメッセージを送った
ところ思いのほか効果があ
ったことです。真ん中の人
は、乳がんは怖いと思うけ
ど今はあまり受けたくない
と。どうしてかと聞くと、
がんが見つかったら怖いと
いう方々が結構多かった。
そういうことがわかったの
で、そんな受け止め方をし
ている方々に脅かすような

		

メッセージを送ると逆効果
だろうということで、テー
ラーメイドのメッセージを
送ったということです。
ただ、我々の研究班、も
う継続にはならなかったわ
けですが、ミスマッチの
メッセージを送ったとき
に、どういう反応をするの
かという研究はまだやって
いない。一番大事なことは
無料クーポン券でもそうで
すが、それがきっかけで一
時的に検診を受けるんです
が、禁煙をそのまま続ける
のと同じように、その後も
がん検診を続けて受けてく
れるかどうかに関してはわ
かっていません。実はそれ
も本当はやらなくてはいけ
ないと思っておりました。
――禁煙チャレンジのプ
ロみたいに何度も何度もチ
ャレンジするのが好きな人
はいるかもしれませんが
……。先ほど渋谷先生が言
われたこととも関連します
が、無料クーポン券を配ら
れても、やっぱり受けない
という人がいるわけです
よね。そういった人に対し
て、なぜ受けないのか、ど
ういう理由があったらあな
たは受けますかとか、そう
いう調査は厚生労働省では
お考えになりませんか。
鷲見 いまおっしゃった
ように、確かに無料クーポ
ン券が配られた後の利用率
は２割ちょっと、21％程
度だと聞いています。その
理由はこれまでちゃんとし
た分析はしていません。前
回の平成21年度の結果に
基づいてやっていますけれ
ども、平成21年度の結果
においては補正予算で対応
したということもあったも
のですから、あのときは
10分の10ということで国
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の予算でやったわけです。
そのときの結果としては
21.2％でした。
この数字が高いのか、低
いのかということですけれ
ども、まず、９月以降に補
正予算という形で行われた
ので、その年に９月以前に
検診を受けられた方は、す
ぐには受ける必要はないだ
ろうとお考えになって受け
なかったのだろうというこ
とが考えられます。それか
ら子宮頸がん、乳がんにつ
いては２年に１回の検査で
いいということから、その
前年に受けられた方もいら
っしゃるだろう。21％を
考える場合に、そういうこ
とも考慮する必要があると
思います。そういったこと
を考慮せず、無料クーポン
券を配布した場合の使用率
が21％、それだけだった、
ということはどうなのかと
いう思いはあります。
無料クーポン券ンという
ことを離れてお話します
と、受診率を正確に把握す
るために今年度に限った事
業を立ち上げました。平成
23年度において受診率を
正確に把握しようという事
業です。先ほど先生方から
もお話がありましたが、問
題点がある既存の国民生活
基礎調査では受診率はきち
んと把握できないのではな
いか、住民検診では、職域
のほうが把握されていない
から実態をきちんと把握で
きていないということがあ
ります。
現在、私どもは門田会長
のもと基本計画の見直しを
進めているところですが、
検診受診率の状況は非常に
重要なデータとなりますの
で、今年度の事業としてき
ちんとどの程度まで詳細に
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出るのかというのを進めて
いるところで、引き続き検
診率についての正確な把握
を進めていきたいと思いま
す。その中で、なぜ無料ク
ーポン券が使われなかった
のかということについても
検討できないかということ
は、持ち帰って考えさせて
いただきたいと思います。
――ありがとうございま
す。しつこいほどお聞きし
たのは、先ほど門田先生が
おっしゃっていましたが、
日本にはエビデンスがある
ようでないというか、あま
りあるようにも見えないの
かもしれませんけれども、
非常に乏しいデータの上
にいろいろなものを構築し
ているような印象がありま
す。そのあたり門田先生い
かがでしょうか。

検証が苦手
門田 いま、我々がしな
ければならないことを前向
きにいろいろ仕掛けはやり
ますが、検証というのがど
うも我々は下手というか、
ついついなおざりになって
いるのが今の段階ではない
のか。そういった意味で一
つひとつのことを行った後
の検証、それをエビデン
スという表現を使うにして
も、そういうものを積み重
ねるということをとり入れ
てこそ、次のステップの改
良というのが出てくるわけ
です。何かをすれば必ずや
らなければならないことだ
と思います。
――先ほど安藤さんのご
講演の中で人間ドックの受
診率70％を達成して、そ
れから以降の例えば健保組
合の支出がそれ以前と比べ
てどうなったか、調べてい
らっしゃいませんか。もち
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ろん診療報酬の改定に伴っ
て調べる年によって医療行
為の保険点数に差が出てく
るということを考慮しなけ
ればいけませんけれども、
もちろんがんを早く見つけ
て完治した人の事例も公表
されるという意味では非常
に大きいインパクトを与え
ると思いますが、医療費が
どう変わっていったかとい
うことを定量的に示すこと
も重要ではないでしょう
か。そこらあたりはどうい
うお考えでしょうか。
安藤 そこはぜひ必要だ
と思っています。ただ、デ
ータを活用するということ
がまだまだできてないとこ
ろがありますので、いろい
ろ対策をしてきて、これか
ら２年、３年たっていくと
変化が出てくるだろうと思
っています。何とかレセプ
トの情報等々データをとっ
て、そういった検証をして
いきたいと思っています。
――門田先生もおっしゃ
ったように事業をするのは
いいんですけども、検証を
しない。よかったのか悪か
ったのか、悪かったらどう
変えていったらいいのか。
これがなかなか日本になじ
まないのか、なじませよう
としないのか。
いま日本対がん協会とし
て子宮頸がんのＨＰＶワク
チンの登録を考えていま
す。小学校６年生から高校
１年生の子どもたちに対し
て、国が今年度と昨年度
で687億円かけて接種を勧
めています。これもだれに
打ったか、打った後のフォ
ローアップの仕組みが整え
られない中で始まってしま
ったものですから、対がん
協会としては少しでもでき
るところから手をつけよう
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と、子宮頸がんワクチンの
登録というところにも研究
チームをつくって考えてい
きたいと思っています。
少しでもできるところか
ら手をつけていきたいとい
う考えで進めていっていま
すが、門田先生、できる人
ができるところからやって
いくというのは非常に重要
なことだと感じますが。
門田 確かにできること
しかできないわけですか
ら。だからといって、でき
ることをやっていること
が、本来の大きな目的にか
なった方向に向かっている
かどうかということを考え
ておかないと。本来しっか
りした山に登りたいけど
も、やりかけたことがそれ
の邪魔にこそなって、山に
到達しないかもしれないと
いうところも見ておかなけ
ればならない。注意するべ
きだと思います。

健康は自己責任
――わかりました。あり
がとうございます。それで
啓発のあり方ですが、これ
は去年もかなり大きな議論
になりましたが、がん対策
基本法の中にがん予防は国
民の責務であるとうたわれ
ていると、門田先生が先ほ
どご指摘されました。自己
責任というものを、いか
に健康管理に生かしていく
か。先ほど安藤さんは企業
としてかなり拘束力を持た
せた形で健康管理を進めて
いくと報告されました。そ
れが結果として社員の方々
の健康管理に生かされれ
ば、これは非常に啓発とし
てもつながっていきやすい
のではないか。渋谷先生、
こういうのを住民検診の中
でうまく導入していく方法
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はないでしょうか。
渋谷 今日の講演の中に
もコール・リコールの話を
しましたけれども、実は安
藤さんたちが取り組まれて
いることは、企業の場合
に、すべての職員は人事課
で把握しているわけです。
だれが受けたか受けなかっ
たかはわかっていて、受け
なかった人には再勧奨し、
精密検査も受けているか受
けていないかを把握して、
受けてない方にはイエロー
ペーパーとかいろいろな施
策をやっている。それはと
りもなおさずコール・リコ
ールシステムそのもので
す。ですから、こういう高
い受診率を得ることができ
るのだろうと思います。

コール・リコール
実はこれは安藤さんの会
社だけではなくて、宮城県
で我々が担当しているある
職域、上層部からの指示が
通りやすい組織ですが、検
診受診率は９割です。精検
受診率も９割以上、ほぼ
100％を達成しています。
指示命令系統のある統率さ
れた組織とか、大企業など
はコール・リコールシステ
ムが現実問題として実際や
られていて、それが非常に
効果を上げている。
ところが問題は、いまの
円高や大震災で痛めつけら
れているような中小企業は
全くその網から外れていま
す。検診の未受診者を把握
して、受けなさいというコ
ール・リコールも現状では
難しい。検診の未受診者を
把握して、コール・リコ
ールしていくにはどうした
らいいか。そのためには特
定健診のような格好で保険
者の責任にするとか、それ

がいいかどうかはさておい
て、そういう仕組みを何か
考えないといけないのでは
ないかと思っています。
――国はがん対策全体を
立案する責任がある。がん
検診、特に住民検診の場合
は市区町村が実施主体にな
って、市区町村の責任であ
るとなっています。これは
検診をするということに対
する責任ですけれども、そ
こに啓発というのが一体ど
こにどう位置づけられるの
かが非常に難しい。割とあ
いまいにされがちなところ
がありますが、そのあたり
もう少し厚生行政の中でき
ちんと位置づけるというの
は難しいでしょうか。
鷲見 大変重要な指摘だ
と思います。恐らく検診そ
のものの精度管理、一つひ
とつの検査そのものの精度
管理もそうですけれども、
検診という制度そのものの
精度をどのように管理して
いくのか。先ほど渋谷先生
がおっしゃったように、市
町村において個別のどの人
が対象になるのかというこ
とをきちんと把握してお
く。そしてそれを用いなが
ら、きちんと個別に勧奨し
ていくということです。
こうしたこと自体がきち
んとやられているところ
と、そうではないところが
ある。私も役所の人間です
のでよくわかりますが、２
年、３年で部局をかわって
しまうと、なかなかそうし
たものが継承されないとい
う状況があります。一方で
こうしたことはきちんと伝
えていかないといけないと
いうことですので、国とし
てもこの精度管理の問題に
ついて、きちんと対応すべ
きだと思っています。

また、一方で普及啓発に
ついては国・都道府県・市
町村で一定のことはやるに
せよ、例えば対がん協会の
ようなところがぜひ積極的
にやっていただくというこ
ともあるでしょう。先ほど
の話からつながる話かもし
れませんが、住民検診の中
でフォローアップが、大
和証券グループのようなき
ちんとした企業であればで
きるでしょうけれども、な
かなかそういうふうにうま
くいかないところもありま
す。そうした中で、対がん
協会がどういった役割を果
たせるのかということを、
みずからで考えていただく
というのは非常に重要では
ないかと思います。
さらに言うと、基本的に
対がん協会にあるデータを
個人情報に留意しつつもど
ういった形で政策提言とい
うか、こんなようなデータ
を分析するとこんなことが
できますというようなこと
を、国や自治体に提供して
いただく。そのような取り
組みをしていただけるポテ
ンシャルがあるのではない
かと考えています。
――ありがとうございま
す。対がん協会への期待と
いうか、体がん協会の責務
という形で受け止めさせて
いただきます。国のがん対
策推進協議会の先日の会合
を傍聴させていただきまし
たが、教育の重要性、啓発
の重要性というのが指摘さ
れていました。いかにアプ
ローチしていくかというこ
とはこれから議論されてい
くと思いますが、そのあた
りはいかがですか。

がん教育
門田 その前に、啓発の

		

方法の一つとして前回の協
議会で話題になったことを
少しご紹介しますと、学校
でがん教育をやると、その
成果で子どもたちがそうな
るだけではなくて、家庭の
中で変わってくると。お父
さん、お母さんが検診を受
けるとか受けないという話
題、あるいは喫煙するとか
しないというところに子ど
もが絡んでくることがあり
ます。
そういった意味で個人と
して考えるときに、がんだ
と言われたら怖いから検診
を受けるのが嫌だという非
常に個人レベルのことがあ
りますが、会社と同じよう
に家庭が一つのユニットと
して動き出してくれば、ま
た少々変わってくる可能性
がある。小・中学校でがん
教育を行って、その結果と
して家庭に意識が広がって
いくといったことが話題に
なっていたと思います。
それから、そういうこと
が発表されて、もう少し
積極的に本格的に教育の
場、あるいは指導要領の中
にも何とか加えるべきでは
ないかという話が出ていま
した。ただし10年に１回
ということですぐには難し
い。もう少し何かほかに方
法はないのかということ
で、少なくとも協議会の中
では、積極的に子どもたち
の教育を含めて家庭の教育
を重視すべきであると、何
とか盛り込むべきではない
かということが話題になっ
ています。
――10年単位というの
は指導要領の改訂ですね。
協議会には文部科学省の担
当の方も見えていますね。
だから学校教育の中にがん
教育を入れていただくとい
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う活動も重要ですが、対が
ん協会も子どもたちのがん
教育をやっていかなければ
いけないというので、東京
大学医学部付属病院の中川
恵一先生のご協力をいただ
いて、
「がんちゃんの冒険」
というアニメのＤＶＤをつ
くって何とか子どもたちの
間にがんの情報を提供しよ
うと考えています。例えば
企業の健康保険組合で、被
保険者を通じて扶養者の
方々にうまくアクセスでき
るような方法は考えていら
っしゃいますか。
安藤 うちはここ３年ぐ
らいずっと社員に対して健
康意識を高めたり、健康に
関する知識をレベルアップ
を図ったりしていくことを
考えていましたが、それを
進めていくことによって今
度は、社員が家に帰って奥
さんが検診を受けていな
ければ、受けなければだめ
だと言ってくると思います
し、まず社員から家庭のほ
うに啓発していくような流
れができればいいなと考え
ています。
――ちょっとここで一区
切りして、今の議論も含め
て先ほどのご講演に関し
て、会場の方々からご質問
をちょうだいしたいと思い
ますが、いかがでしょう
か。
質問 鹿児島の瀬戸山で
ございます。鷲見室長にお
尋ねしますが、今回大腸が
ん検診の無料クーポン券が
始まるということですが、
ご存じのとおり大腸がんの
一次検査は便潜血検査で
す。これはいわゆる臨床科
学です。ですから精度管理
が非常に大事になります。
ですが精度管理上、四つの
課題があります。一つは患
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者さんが自己採便しますか
ら採便方式をどのようにす
るか、ということです。つ
まり表面か穿刺かです。あ
るデータでは、Ｓ状結腸か
ら直腸にかけて。そこは便
ヘモグロビンが表面に出て
きます。ですから、やはり
表面擦過法がいい。
それから２番目は検体の
保存条件です。これは室温
ですと３日間で失活します
が、４度ですと１週間もち
ます。その保存条件をどう
するか。３番目は要精検率
が非常に異なる。ですがメ
ーカーによっていろいろ差
があります。同じカットオ
フ値でもグラム便当たりの
ヘモグロビンが全然違いま
す。はっきり言いますと、
メーカーのキットは欧米み
たいに一つにしなければい
けない。もっと悪いのは同
じメーカーでも、要精検率
のことで３種類のキットを
つくっているという場合も
ある。検診機関から、要精
検率のことでいろいろ求め
られるということもあるの
でしょう。
それからもう一つ、精密
検査の受診勧奨をどこがす
るのかということです。鹿
児島は自慢ではないです
が、全国でも精検率はトッ
プクラスです。国の６割に
対して鹿児島県は９割行っ
ています。なぜかというと
保健師さんの活動が非常に
積極的だからです。市町村
と、うちのセンターと一緒
になって、ものすごく緻密
に追跡するわけです。そう
いう体制が全国的にできて
いるのかどうか。
その四つの条件がありま
すので、ただ、無料クーポ
ン券を配る、というのでは
なく、精度管理、そして、
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がん発見と相関する精密検
査の受診率も課題になりま
す。何より精度管理が一番
大事ということをぜひ念頭
に置かれて、今後検討して
いただきたい。以上です。
鷲見 ありがとうござい
ます。勉強させていただき
ます。私はまだ大腸がん検
診の便潜血の実際の方法が
どういうふうになっている
のかということを詳しく勉
強しておりませんが、大変
参考になりました。そうし
たものを含めた精度管理に
ついて重要だという認識は
持っていますので、引き続
き対応させていただきたい
と思います。

下がる精検受診率
――今回の大腸がん検診
の無料クーポン券に関して
の研修会を対がん協会で、
いま、企画中です。いろい
ろな問題をうかがっていま
すので、ぜひそのときには
また皆さんでご参加してい
ただければと思います。
要精検と言われたのにな
かなか精検を受けない。渋
谷先生の指摘された、見つ
かると怖いというところと
関連するところもあると思
いますが、現実には、がん
検診受診率が上がると精密
検査受診率が下がるという
傾向があります。
2009年度に乳がんと子
宮頸がんの無料クーポン券
が配布され、対がん協会グ
ループ各支部の検診受診者
が増えました。しかしなが
ら、要精密検査と言われて
精密検査を受けに行った人
の割合が前年よりも少し下
がりました。せっかくスク
リーニングですくい上げて
いたのに、そこからこぼ
れてしまう。それをいかに
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高めていくかというのも非
常に大きな問題だと思いま
す。
先ほど安藤さん、渋谷先
生が言われていましたが、
かなりしつこく、そして瀬
戸山先生もおっしゃられた
ように、自治体も一緒にな
った勧奨、コール・リコー
ルという仕組みをつくって
いかないといけないと思い
ます。保健師さんたちの
活動も非常に重要になりま
す。
そのためには門田先生も
渋谷先生も、口をそろえて
おっしゃっていた、いわゆ
る国民総背番号のような仕
組みが非常に重要になりま
す。総背番号にはいろいろ
論議もあるでしょうけれ
ど、医療分野から導入して
いくということも考える必
要があるのではないでしょ
うか。がん対策推進協議会
で議論するテーマではない
のかもしれないですけれど
も、そこのところはどうで
しょうか。がん対策推進協
議会の意見として提言する
とか。

求められる基盤整備
門田 先ほどもプレゼン
テーションのときにお話し
させていただきましたが、
平成21年度のときに前会
長の垣添先生から厚労大臣
に対して１回、提言を出し
ているわけです。基本法の
ときもある程度それを何と
か盛り込めないかという
ディスカッションがあった
と聞いていますが、何か理
由があって直截入れること
はできなかったと聞いてい
ます。しかし途中で意見も
出していますし、やはりこ
れは何とかやっていかない
と、隣の韓国でも非常にし
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っかりとしたものもできて
きています。
いま、臨床試験のことと
かいろいろなことが言われ
ていますが、こういう問題
が指摘されること自体、我
が国の仕組みが相当遅れて
いるわけです。研究の基盤
整備、医療そのものの基盤
整備を行う、それも早急に
行うべきだと考えていま
す。がん対策の流れからし
てもそういうことをやって
いますので、私の気持ちと
すれば一度しっかりディス
カッションをして何らかの
形の対応をしていきたいと
思います。
――それはぜひ期待した
いと思います。こういうの
は都道府県単位で導入して
もあまり意味がなくて、人
は住む場所を変わりますか
ら、やはり全国的なものが
必要ですね。
門田 私はそう思います
が、諸外国では国を挙げて
何かの法律をつくって、そ
して地域、地域がそれに合
ったような法律、道州制と
いいますか、やり方が日本
と違いますのでそういう状
態でやっているところがあ
りますが、日本の場合は人
口は大きいですけれども何
か統一したものを出せるの
ではないか、出さなければ
ならないのではないのかな
という気持ちです。
――それはもうぜひ実現
していただきたいと希望し
ます。こういう議論があっ
たことは鷲見さんに十分ご
理解していただけると非常
に助かります。安藤さんに
お聞きしたいのですが、健
保としてこれは会社側なの
か健保側なのか、いわゆる
健保組合の医療保険の番号
がありますね。それを通じ

た形でデータベースをつく
っていこうと、そういった
ところまでは考えられてい
ませんか。
安藤 健保システムとい
うのがありまして、うちの
大和証券グループに大和総
研という会社がありまし
て、そこでいま健保システ
ムのシェアが一番高いよう
に聞いています。まだそれ
をよく見ていないので、こ
れから調べようと思ってい
ますが、そこがレセプトの
分析のシステムを含めて、
さまざまな調査・分析がで
きるようなシステムがある
と聞いています。そうした
システムを活用することに
よって、結構いろんなこと
ができるのかなという感じ
はします。
――先ほどの門田先生の
ご指摘とも関連しますが、
様々な機関がいろいろなこ
とをやり出すと、また混乱
のもとになりかねない。や
はり、どこかでスタンダー
ドなものが必要というか、
早くつくらないといけない
ような気もします。
コール・リコールシステ
ムですが、渋谷先生のとこ
ろで研究ではなくて、ふだ
んの住民検診ないし職域検
診の中でどのように運用さ
れていらっしゃいますか。
もちろん、それは自治体に
よっても温度差があるのか
もしれませんが。
渋谷 各自治体において
受診者の対象者というのは
全く異なるようですが、宮
城県の場合は基本的には住
民基本台帳をもとに、住民
からがん検診の申し込みを
受けています。でも、現実
問題としては職域で受ける
から受けないとか、人間
ドックを受けるから受けな

いとか、ほとんどの自治体
がそこまでアンケートをと
っているようです。それで
15％ぐらいの例えば大腸
がん検診の受診率ですが、
今やっているのはコール・
リコールといってもまだ完
成されていなくて、受けて
いなければ、
「まだ受けて
いませんけども」と電話な
いし手紙でご連絡するのが
リコールだとすれば、受け
ていないかどうかもわから
ないわけです。
だれに対してやるのか。
国保対象者であれば、
「受
けていませんけれど、どう
でした」という格好でいい
でしょうけれども、例えば
職域の方まで自治体がやる
のか、宮城県対がん協会が
やるのかというふうなこと
になってくると、そういう
システムにはなってないで
すね。コール・リコールを
やっているというところも
あるとは聞いていますが、
まずほとんどそういうのは
ないだろうと思います。
――やはりそれもどこに
責任があるのかが明確でな
いからでしょうか。
渋谷 実施主体の単位は
各市町村単位ですよね。本
当にそこでいいのかどう
か。現実には、市町村をま
たいで検診を受ける人もい
るわけです。埼玉に住んで
いるけれども検診は都内で
受けるとか、首都圏ではと
くにそういう傾向があるの
ではないでしょうか。そう
した実態を把握するのは、
現実的には都道府県単位に
すべての受診者を登録し
て、受けてない方にはリコ
ールするというシステムが
いいのではないかなと思わ
れます。それを各市町村に
ゆだねるのかどうか、非常

		

に効率が悪いのではないか
と思いますが、今のところ
実施主体は職域ないし市区
町村という形ですので、コ
ール・リコールを実施する
場合にはどこが責任を持っ
てやるのか。国なのか都道
府県なのか。そういったこ
ともまだはっきりしていな
いと思います。
――市区町村になると担
当者の数も少なくなるし、
異動もあるでしょうし、あ
る年に担当した人が非常に
熱心に勧奨し、でもあると
きはさほど熱心でもない人
が……といった非常に属人
的になってしまいかねな
い。システム化していない
と、いつもこういう懸念が
生じます。やはり渋谷先生
がおっしゃるように、もう
少し大きなところが責任を
持ったほうが。
渋谷 そうだと思いま
す。いわゆるコール・リコ
ールセンターというような
常設なものをつくって、そ
れは都道府県の直轄でも財
団法人でもよろしいかもし
れませんし、対がん協会で
もいいのかもしれません
が、各地の対がん協会に委
託してコール・リコールを
やらせるとか、そういうシ
ステムがまずは考えられる
のではないか。そうでなけ
れば、特定健診のように保
険者でという形にするか、
どっちかだろうと私自身は
思っています。
――確かに特定健診の場
合は、保険者に義務づけた
ということは、予防医学を
義務づけるという非常に画
期的なことだと思います。
しかし、それとがん検診の
整合性がとれていないのが
大きな問題になっていま
す。
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精密検査とかそういった
流れ、それとがん検診を安
心して受けていただくと
か、そういったことのため
に今度は医療機関との連携
が重要です。先ほど門田先
生は医療機関の体制整備も
必要だとおっしゃっていま
したが、検診機関と医療機
関との連携をもう少しうま
く考える。これはたしか去
年のシンポジウムでも鹿児
島県支部の保健師の方がお
話しされていましたが、そ
ういったことがもう少し都
道府県レベルで、都道府県
の方たちがもう少し地域の
がん対策推進計画の中に組
み入れてといく、というよ
うな方策はいかがでしょう
か、門田先生におうかがい
したいと思います。
検診機関と医療機関の連
携でうまく治療につなげて
いく。検診で要精密検査と
なれば医療機関にすぐ紹介
できて、きちんと受けても
らう。それを検診機関にフ
ィードバックしてもらう。
そういう仕組みです。がん
登録を検診の段階からやっ
ていこうというところにつ
なげていきたいという気も
するのですが、そういった
考えはいかがでしょう。

検診、ワクチンから登録
門田 おっしゃるとおり
で、私自身は先ほども申し
たように、がんが発生した
段階での登録というのでは
もう遅いのではないか。検
診を受けた、ワクチンを受
けたというデータがずっと
残っていくところが非常に
重要ではないか。そういう
ものが残ってさえいれば検
証はすぐできるわけです。
あることをやっていたけれ
ど、このことについては
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どうだったというようなこ
とが出てくるので。ですか
ら、そういう基本的なこと
を早く軌道に乗せる必要性
がある。そういう形で何と
か準備していけないかと
思っているということで
す。
医療機関と検診機関とい
うのは、正直言って、私は
直接そういうところにかか
わってこなかったので何と
も言えないのですが、やは
り患者さんあるいは国民目
線で、どうしていくのがい
いのかというところの分析
がどうも弱いような気がし
ます。協議会では患者さん
の委員の方が４分１いらっ
しゃいます。そこでの意見
を聞いていても、我々がよ
かれと思っている対応の仕
方も必ずしもそうではない
というのが指摘されます。
ですから、この医療提供
あるいは検診する体制も
我々が考えることも重要で
すが、そこには必ずステー
クホルダーの立場を十分取
り入れられるようなシステ
ムづくりを考えていくこと
が重要ではないか。そうい
う議論が協議会では出てき
てはいます。まだ十分理解
して、それに適応するよう
なものができてないのです
が。ですから、それぞれの
都道府県におかれても市町
村におかれても、現場でそ
のあたりを十分取り入れる
ことで、多分問題点が見え
てくる可能性があるのでは
ないかと思います。
――ありがとうございま
す。日本人の国民性なの
か、先ほども自己責任とい
うか、何となく病気になっ
たらお任せして、そこでち
ょっと気に入らないことが
あると、いわゆるモンスタ
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ーペイシェント化してしま
うという、あまりよくない
連鎖になりつつあるような
気がします。もちろんこれ
も教育の問題なのかもしれ
ないですが、自己責任的な
ところを啓発していくとい
うところにもう一回議論を
戻したいのですが。安藤さ
んにお聞ききしますが、健
康に関して社員の方はどう
考えていますかというよう
な調査はできないものでし
ょうか。漠然とした質問で
申しわけないですが。
安藤 健康に対して、会
社の中に自己申告書とか、
社員が会社に対して何を希
望しているのかというよう
なことをやっていますの
で、そういうところに盛り
込んで、全社員からどうい
うふうに考えているかとい
うのを聞くことは、十分可
能だと思います。
――なぜお聞きしたかと
いうと、とくにいま、がん
患者さんの就労とか、いろ
いろ問題になっています
し、企業としてせっかく育
てた人材にこれから活躍し
てもらわなければいけない
というときに、がんだとい
って働けなくなってしまう
ような状況も一方で問題と
なっています。そういった
問題ばかりがマスコミ等で
指摘されていくと、ネガテ
ィブイメージしか伝わって
いかない。そうではなくて
企業側は社員を大切にして
いく。その社員をうまく教
育して、健康管理はあなた
たち自身の問題であり、責
任もありますよ、という方
向で、健保組合なり安藤さ
んのような立場の方が主導
した教育を行っていく。そ
れによって、それは会社側
も理解していかなければい
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けないと思いますが、いわ
ゆる企業一家的な意識が生
まれてくるのではないかと
いう気もしますが、その点
はいかがですか。
安藤 健康に関しての意
識はもともとかなり低かっ
たというところがあります
ので、そこはだんだん上が
ってくることによって、今
すべての取り組みはグルー
プ全部で同時にやっていま
すので、そういった一体感
はあるのかなと思いますが
……これからの課題だと思
います。
――先ほどおっしゃられ
たように、みんなでという
のが一つのキーワードと思
っています。がん検診も特
に若い人だと友達ないしは
仲間で受けにいくとか。み
んながやっているとそれが
当たり前のような状況にな
っていく。職場でみんなが
がん検診を受けていれば、
受けていない人が「あっ、
受けるのが当たり前なん
だ」と感じる、そういう雰
囲気を醸し出すということ
は考えられますか。
安藤 人間ドックに関し
てはちょっとそういうとこ
ろがありまして、人間ドッ
クは受けなければいけない
とみんなが思っているとこ
ろがあります。まだ３割は
受けていないですが。会社
を休んで人間ドックを受け
るという社員も結構います
し、
「もう人間ドック受け
た？」という話題も普段の
会話に出てきたりしていま
すので、やっぱりみんなで
やっているという意識は非
常に高いかなと思います。
――先ほどお話しされて
いたかと思いますが、人間
ドックはお幾ら負担されて
いるとおっしゃっていまし
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たか。
安藤 人間ドックは男性
が上限５万円、女性は婦人
科検診がありますので５万
5000円が上限です。よほ
どオプションをつけない限
りはほぼこの範囲内でおさ
まっていると思います。
――それを健保組合が負
担されているわけですね。
安藤 健保の負担です。
――負担するときに議論
にはならなかったのでしょ
うか。32歳以上で毎年で
すよね。
安藤 そうですね。これ
はいつからかというのは
わからないですが、少な
くとも10年以上前からで
す。なぜ32歳かというの
もちょっとわからなくなっ
てきています。ただ、定期
健康診断と人間ドックで重
複している検査も結構多い
ので、何とか無駄がないよ
うな形でできればと思いま
す。そうすると、５万円の
うち、例えば定期健康診断
で検査しているところにつ
いては省くことで２万円で
済むかもしれない。残りの
３万円はほかのことに使え
るというような議論をした
ことはあります。
――それくらい負担して
も、結果として健康が維持
できれば安いものだという
データを早く見たいです
ね。
安藤 はい。
――ほかに会場の方から
ご質問はございませんでし
ょうか。
質問 熊本県です。対が
ん協会とは一緒にがん検診
の受診率アップをしている
ところです。２点ご報告と
お願いがあります。１点は
啓発ということで、熊本県
は今度の日曜日にサッカー

のロアッソ熊本の試合があ
ります。対がん協会と検診
機関、市町村も含め、本来
あまりがん検診に関心のな
い方、サッカーに興味のあ
る方ですが、そういう方た
ちにがん検診受診をみんな
で啓発していくというのが
一つお知らせです。
もう一つは、働き盛りの
方たちにがん検診を受診し
ていただきたいということ
で、企業との連携を県とし
ても進めているところで
す。それについて熊本県の
場合は現在15社協定等も
結んで進めていますが、先
ほど安藤さんのほうからご
説明がありましたように協
定を結んだところで、がん
検診の公費負担が今年度か
ら始まったというところが
２社ありまして、非常に効
果があったかなと思ってい
ます。

企業連携の充実を
そこでお願いですが、そ
の企業連携については国か
ら県に事業費の委託がある
わけですが、それが全くな
くなったという状況で、い
ま担当の方からご連絡をい
ただいています。県として
は、これは非常に効果が上
がる事業で、東京等で中心
部の都市だけではなくて、
九州各県の隅々まで県単位
でも事業が進んでいける事
業ですので、若干でも予算
等の確保をお願いできれば
と思い、この場をおかりし
て申し上げました。よろし
くお願いいたします。
――わかりました。あり
がとうございます。今年こ
ういう政局の関係で概算要
求……、９月末ですので、
がん対策推進協議会の中で
も議論も大変かと思います

が、そのあたりも少しご配
慮いただけると。
鷲見 いま、概算要求を
当然厚労省として固めてい
るのですが、その中でがん
対策推進協議会の中で門田
会長のもと、幾つか要望が
ありまして、８月末を締め
切りとして委員の先生方か
らご意見をちょうだいし
て、今まとめているところ
です。非常にタイトなスケ
ジュールの中、この概算要
求の中にどの程度盛り込め
るのかというのは異論があ
るところですが、精いっぱ
い必要な経費についてはが
ん室としてきちんと確保す
るように努力していきたい
と思っています。
――ありがとうございま
す。ほかにご質問はござい
ませんか。
質問 日本対がん協会の
垣添です。全体として大変
おもしろく聞かせていただ
きまして、ありがとうござ
います。鷲見さんは新しく
推進室長になられたばかり
で大変申しわけないです
が、一つは冒頭にお話しに
なった受診率の計算に関し
て検討を始められたと。こ
れはかねてからここで何度
も議論されたことで、ぜひ
それをすっきりと進めてい
ただければ大変ありがたい
です。
もう１点は、安藤さんや
渋谷先生のお話にもありま
したように企業検診、特に
一流企業などが極めて高い
受診率を達成されていると
いうことは大変すばらしい
ことですが、一方で渋谷先
生のお話にもありましたよ
うに中小企業が脱落してい
る。中小企業に働いている
人たちに対する職域検診を
どうするかというのは、こ

		

れは簡単な問題ではないで
すけども、ぜひ念頭に置い
ておいていただければあり
がたいです。

検診技術の検討を
３番目に、今日のタイト
ルは「新しいがん検診のあ
り方」ということですが、
当然時間の関係で議論はで
きなかったかとは思います
が、いま国が進めている五
つのがんに関しても、検診
の技術的な面で随分新しい
進展があったと思います。
がん検診の技術的な側面の
あり方そのものに関する厚
労省の検討会を、またぜひ
再開していただければと思
います。よろしくお願いし
ます。
――垣添先生ありがとう
ございました。
鷲見 垣添先生ありがと
うございます。最初の二
つ、受診率の分析はきちん
とやらせていただきます。
また中小企業の対応につい
ても大事な課題としてきち
んと念頭に置いた対応をし
たいと思います。３番目で
すが、先生がおっしゃいま
すように、非常に技術も進
歩している状況の中、もと
もとは研究の中で先生方に
議論していただき、がん検
診のガイドラインなども出
しているところですが、こ
れ自体についても、やはり
きちんと見直しを図る必要
があるのではないかという
議論が出ています。
ですので、今ちょうど年
内は非常にタイトなスケジ
ュールの中、推進協議会を
進めているところですが、
その後きちんとそうした要
請を踏まえて、前向きに対
応したいと私ども事務局と
しては考えているところで
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すので、またご相談させて
いただきたいと思います。
ありがとうございます。
――がん検診の手法に関
しても、国の指針が果たし
て金科玉条のごとくあって
もいいのか。それと現実に
特に乳がん検診などでは、
実際に行われている検診と
随分違ってきているのでは
ないか、という指摘もあり
ます。欧米化していってい
るという部分もありますの
で、そこらあたりを今後、
検討していく必要があると
認識しています。
鷲見 もう１点だけです
が、年内にあと７回推進協
議会が予定されています。
非常にタイトなスケジュー
ルの中、門田会長のリーダ
ーシップのもとに今進めて
いますが、この中で１回は
11月末だと理解していま
すが、がん検診自体につい
ても議論されることになっ
ています。その前にヒアリ
ング、集中審議、意見の取
りまとめという形で３回を
７回の中で、これから議題
が非常にたくさんある中、
その中の一つとしてきちん
と議論させていただく予定
でいます。
――こういった議論の積
み重ねの中でもいろいろな
側面があって、垣添先生が
おっしゃったように技術的
な面もきちんとチェックし
ていかなくてはいけない
し、制度のほうも考えてい
かなければいけない、なお
かつ教育のほうも考えて
いかなければいけない、と
非常に多岐にわたっていま
す。もちろんこれは対がん
協会としてもできるところ
から手をつけていきたいと
思いますので、またいろい
ろ皆様方のご指導をお願い
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したいと思います。

がんサポーター
質問 北海道から参りま
した。北海道対がん協会と
協力してがん検診の受診率
向上に努力しております
が、本日、企業にお勤めの
方の検診の受診率を上げて
いらっしゃる安藤先生のお
話、それから地域住民のが
ん検診の現場の最先端でい
らっしゃる渋谷先生のお話
を伺いまして、私ども地域
住民としては、例えば大企
業で熱心に検診を受けられ
た方が、退職されて一地域
住民となられたときに継続
してがん検診を受けてくだ
さるか、そういった啓発の
仕方を地域住民の中からが
んサポーターというような
制度をつくって……。
回覧板を回して、
「がん
検診があります。受けてく
ださい」というようなこと
をしていますが、それから
一歩踏み込んでサポーター
制度を取り入れて、地域住
民として啓発をしていきた
いと思っています。経済的
なことではなくて、行政の
支援ばかりいろいろ出てい
ますが、ぜひ検討していた
だいて、行政の支援もいた
だいて、地域住民もそれな
りに自分たちの健康を守る
ために推進していきたいと
思いますけれども、いかが
でしょうか。
渋谷 大変重要なことだ
と思います。宮城県対がん
協会としても保健推進委員
さん、地域の婦人会、ボラ
ンティアの方の講習会と
か、対がん協会としてもそ
ういう方々へのサポートを
してきました。ただ、ここ
しばらくそういうものが時
代の流れとともに難しくな
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ってきている。さらには、
これはとくに宮城県、岩手
県の非常に特殊な事情でし
ょうけれども、津波被害に
遭ったところは避難所生活
という格好でそういう組織
自体がもう崩壊している。
その辺をどうして構築して
いくかということは非常に
苦慮しているところです。
ぜひお知恵を拝借したい
し、お願いするばかりで大
変恐縮ですが、また行政の
ご支援もお願いしたいと思
います。
――どうもありがとうご
ざいました。会場からもた
くさんご質問、ご意見をい
ただき、活発な議論が展開
できたのではないか、と考
えています。今日の議論を
もとに対がん協会内に幾つ
かワーキンググループない
しは検討会をつくって、皆
さんのご意見をお聞きしな
がら，技術的な面も含めて
がん検診の検討を重ねて、
来年のこちらのシンポジウ
ムないしは別の機会かもし
れませんが、ご報告させて
いただき、そこでまた新た
な議論を積み重ねていきた
いと考えています。
今日は支部長会から続く
シンポジウム、長時間あり
がとうございました。非常
に暑い中ですので、午後６
時からのレセプションまで
の間、少し桜島を見ながら
のどを潤していただければ
と思います。先生方、今日
はどうもありがとうござい
ました。若干司会の不手際
で議論が雑駁になって申し
わけありませんでした。パ
ネリストの先生方にもう一
度拍手をお願いいたしま
す。ありがとうございまし
た。

（ 26 ）
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記念講演

元気な明日のために ～がんに負けない～
俳優

仁科亜季子さん

皆様こんにちは。仁科亜
38歳のときに子宮頸が
季子です。がん征圧全国大
んを発病いたしました。本
会にお招きいただきまし
当に偶然発見していただい
て、ありがとうございま
たのです。
す。
ほかのご家族と一緒に台
私がこういう活動を始
湾に旅行をして、おいしい
めたのは12年ほど前、あ
中華料理を食べに行ったの
る新聞社の依頼を受けてで
です。その折、なぜか私だ
す。大変ちゅうちょしまし
け食べたものにあたってし
たけれど、その後で「私も
まいました。
頑張ろうと思います」
「私も
今は20歳から検診をと
検診に行きます」という声
いう子宮頸がんですけれ
を聞き、逆に私のほうが励
ど、当時は多分30歳から
まされました。
だったと思います。でも、
人間には本当に思いもよ 「来月でも、まあいいか」
らない出来事が起こること
という感じで、育児とか家
があります。嬉しいこと、 事に追われておりました。
幸せなこと、びっくりする
食あたりで受診した内科の
こと、悔やむこと、そして
医師に、本当に偶然なんで
不幸なこと。その個人に起
すけれど「先生、更年期障
こる最大の不幸というのは
害ってもうそろそろ始まる
病気ではないかなと思いま
のかしら」なんていう話を
す。私の場合もまさにそう
しました。それで先生に
でした。
「
（下の子の）仁美ちゃんが

生まれてから検診
してないじゃな
い？」と言われ、
検診を受けたので
す。
結果の説明はひ
とりで聞きに行き
ました。何やら先
生がちょっと冷や
汗をかいている、
総師長さんが鼻を
すすっている、そ
んな状況を見て、
いくら前向きで
能天気な私でも、
「ん？ まずいか
な」と察知しまし
た。
先生が「率直に
申し上げます。子
宮頸がんです」と。
まるで映画のワンシーン
を見るように、がんイコー
ル死というのが頭をよぎ
り、６歳と８歳の子どもた
ちを残して死んじゃうのか
なと大変恐ろしく感じたの
を覚えております。２週間
後の６月４日に入院いたし
ました。
不安を抱えながらいる２
週間だったんですけども、
子どもたちをサマースクー
ルにあずけることにしてそ
の準備などに慌ただしく、
自分の入院の準備をする暇
もなく、感情に浸る間もな
く過ぎました。いまは忙し
かったことが逆によかった
のかなと思います。ふりか
かってきたことに落ち込む
間もなくて。
入院してすぐさま抗がん
剤の治療が始まりました。

先生から事前に説明を受け
ていたんですけれども、鼠
蹊部から抗がん剤が流し込
まれる瞬間は本当にすさま
じい衝撃でした。まるで熱
湯をおなかの中でひっくり
返されるようなショック
と、工事中のドリルをおな
か中でががががっとやられ
ているような衝撃です。
第１回目の抗がん剤、自
室に戻るまでもなく、１分
おき、３分おきに襲ってく
る吐き気に悩まされながら
１カ月闘いました。けれど
も効かなかったらしく、７
月にもう一回、抗がん剤を
ブレンドし直して治療しま
した。
皆さんのお顔が一人ひと
り違うように、似たきょう
だいでも性格が違うよう
に、がんも性格も違えば顔
も違うとうかがっています
けれども、私のがんはどう
やら持ち主に似て大変ひね
くれていたらしく、１回目
は効かなかった。ところが
２回目は、ひねくれ者のが
ん細胞に見事に的中いたし
ました。
一回白血球が下がりまし
て、そして上昇するころ、
次は吐き気がやっとおさま
ったころに脱毛が始まりま
した。
毛を引っ張ると抵抗が
あると思うんですけれど
も、全く抵抗なしに、かき
上げただけで手のひらが真
っ黒になってしまう。３日
間でつるつるになってしま
いました。その当時、ちっ
ちゃかった子供たちに「一
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ワクチンと検診で子宮頸がん予防 みんなで情報発信を
休さんみたい」とかと言っ
て頭をつるつるなでられま
した。先生からのご説明を
受けていたにもかかわらず
ちょっとパニックになりま
して、幼なじみのピーター
さんにお電話をいたしまし
た。
「かつらを送ってちょう
だい」
って。すぐさま送っ
てくれました。
８月に入って体力が回復
してきたころを見計らって
子宮と卵巣とリンパ節を取
る割と大きな手術をし、ま
た体力の回復を待って９月
に放射線治療が始まりまし
た。そして10月初めに退
院しました。
患者というのは、入院中
は一日も早くここから出た
いと思いながらも、医師、
看護師の皆様に見守られて
安心している時期でもあっ
たと思うんです。どこか痛
いと言えば先生方がすぐに
飛んできてくれますから。
退院後は再発の恐怖、転
移したんじゃないかと思う
ような不安、そして孤独感
があり、ちょっと苦しい時
期もありました。
それに後遺症です。本当
に顕著にあらわれました。
手術後４日目ぐらいからあ
らわれたのが更年期障害の
ような症状でした。
夏の真っ盛りなのに、ガ
タガタ震えるように、毛布
をかぶって、電気毛布まで
入れなければいけない状況
になりました。かと思いま
すと、着ていたパジャマが
びしょびしょになるぐらい
に汗をかいたこともありま
す。ホルモン補充療法で割
と早めに改善をしていただ
きました。今でも皮膚か

ら吸収されるパッチを１日
置きに張ったりしておりま
す。
それにリンパ浮腫。足の
むくみです。リンパ節を取
ってしまったために、リン
パの流れが非常に滞ってし
まいました。私は今でも右
と左の足の太さが２センチ
ぐらい違うんですけれど、
手術後の当時は自分のつま
先が見えないくらいの太も
もになってしまいました。
今も寝るときは座布団を３
枚ぐらい重ねて高くして寝
たり、リンパマッサージ
をしたり、弾性ストッキン
グをはいたり、ケアを怠ら
ないでいなければいけませ
ん。
手術をして放射線治療も
いたしましたので腸壁がむ
くんで腸が細くなっていた
り、通過状況が悪くなった
りしまして、20年の間に
何回か、腸閉塞、急性腸
炎、菌血症とかで１週間ぐ
らいの入院をしてきまし
た。
それに排尿障害もありま
す。あまり公表したくない
な、と思って控えておりま
したが、手術のとき、子宮
や卵巣の近くにある膀胱の
神経が障害されました。女
性として本当に切なくて、
自分の身に何が起こったの
か最初は受け入れられなく
て大変悲しい思いをいたし
ました。今は随分なれて、
１時間半置きにトイレに行
きまして腹筋でしておりま
す。
皆様に恐怖を与えるわけ
ではないのですけれども、
私の経験から「20年たっ
た今でもこんなに大変なん

だよ」といったお話をさせ
ていただくのも、ぜひ検診
を受けていただきたいから
です。
私が勉強した範囲でお話
ししますと、不正出血があ
った場合、もうかなり進行
していて、もしかして手術
は手遅れ、と言っていいほ
どの状況になっているかも
知れません。
子宮頸がんの検診は、が
んになる手前の段階で発見
できます。本当にすぐれた
検診が行われておりますの
で、皆様がＡＣのコマーシ
ャルを見ていただいたと同
じように、ぜひ今日は私の
話を聞いて子宮頸がんの検
診の大切さを身にしみて覚
えていただいて、帰ってお
うちの中で話題にしていた
だけたらなと思います。
2009年12月、神様から
クリスマスプレゼントか
な、というような子宮頸が
んの予防ワクチンが発売さ
れました。
子宮頸がんは原因のほと
んどがヒトパピローマウイ
ルス（HPV）というウイ
ルスです。そのウイルスの
感染を防ぐ目的で開発さ
れ、子宮頸がんの70％以
上の予防が期待できるとい
う、まさに画期的なワクチ
ンなのです。ぜひ皆様も受
けていただきたいと思って
おります。
このワクチンは自費で打
ちますと、６カ月間に３回
うちますが、５万円ぐらい
かかる。私は昨年、４万人
以上の署名を持って公費助
成を求めまして厚労省にも
足を運ばせていただきまし
た。そのかいあってという

か、公費助成をしていただ
きまして今年度は小６から
高１までのうち、最大４
学年の女子の皆さんは無料
で接種できるということで
す。
今20代、30代に子宮頸
がんの発症率がとても高く
なっておりますけれども、
赤ちゃんができたかもしれ
ないということで初めて妊
産婦検診に行かれて、
「赤
ちゃんができています。お
めでとうございます。でも
ね、子宮頸がんがありまし
た」という悲しい事実を受
け入れなければいけないと
いうことも多いと聞いてお
ります。
せっかく赤ちゃんが宿っ
たのに子宮ごと摘出しなけ
ればいけない。そうしまし
たら、二度と赤ちゃんはで
きないわけですし、もしも
命が助かって私のように生
き長らえたとしましても、
万が一の場合は本当に命に
かかわる重たい病気です。
私は五つの気というもの
をモットーにしておりま
す。
元気。陽気。強気。強気
でいないと、がん細胞に負
けてしまうような気がしま
す。それにやる気。最後は
勇気。自分で選択した道
は、勇気を持って、強気で
進んでいきたい。
私は反省はするけれども
後悔はしないという人生を
送っていきたいと思いま
す。子宮頸がんに関しまし
てはワクチンと検診という
ことを、皆様のところから
発信していただけることを
願ってやみません。ありが
とうございました。
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グラフ

がん征圧全国大会写真

がん征圧の思い つなげよう薩摩から
2011年度日本対がん協会賞を受賞
したみなさん。
（左から）
赤松曉・結核予防会放射
線技師協議会顧問、井出研・神奈
川県予防医学協会常務理事、西山
順 三・西 山 医 院 理 事 長（ 滋 賀 県 ）
、
松﨑廉・元長野県医師会消化器検
診検討委員長、吉田豊・青森県総
合健診センター前理事長、米盛
學・鹿児島県医師会前会長、ひま
わりの会の一柳一男会長（群馬県）

朝日がん大賞を受賞した山下俊一・福島県立医
科大学副学長

客席は県民でうまった。ロビーにも椅子を並
べ、参加者がモニターで記念講演に耳を傾け
ていた

がん征圧スローガンに入選し、日本対がん協会の垣添
忠生会長から賞状を贈られる山形県結核成人病予防協
会の市田直美さんと長野県健康づくり事業団の河原﨑
清栄さん

勇壮な和太鼓が、がん征圧全国大会を盛り上げた

永年勤続者を代表して表彰状を受ける鹿児島県民総合
保健センターの田原大慎さん

