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ガンは「がんで泣くより　
笑って予防」。対がん協会
グループ支部に公募して厳
正な審査をした結果、菊地
浩吉・北海道対がん協会会
長の作品が選ばれました。
垣添会長が、菊地会長に表
彰状を贈って讃えました。
　永年勤続者を代表は、お
隣のとくしま未来健康づく
り機構の長尾昌代さん。垣
添会長が表彰状を贈って労
いました。
　記念講演では、日本対が
ん協会ほほえみ大使のアグ
ネス・チャンさんが、香川
を旅行し、讃岐うどんを食
べて回ったことを紹介しな
がら、リレー・フォー・ライ
フに参加したことがきっか
けになって自身の乳がんを
発見した経緯を紹介しなが
らがん検診の大切さを訴え
ました。
　深刻になりがちながん体
験ですが、ときにユーモア
を交えながら語りかけるア
グネスさんの講演に、会場
の市民たちは、相槌を打っ
たり、ハンカチで目頭を押
さえたりしながら聞き入っ
ていました。
　がん征圧全国大会は、日
本対がん協会と香川県総合
健診協会が主催。厚生労働
省、日本医師会、香川県、
高松市、香川県医師会の後
援を受けました。

「個人の部」は、元宮城県対
がん協会検診センター所長
の菅原伸之氏（72）、愛媛
県の蔵原放射線科医院院長
の蔵原一郎氏（83）、千葉
ヘルス財団理事長の崎山樹
氏（72）、いわてピンクリ
ボンの会会長・仁昌寺幸子
氏（62）、前山形県結核成
人病予防協会細胞診センタ
ー所長の早川澄夫氏（80）、
岡山県のくにとみ外科胃腸
科医院院長の岡﨑邦泰氏
（78歳）の６氏です。
　「団体の部」は、福島県
の「しゃくなげ会（小澤道子
会長）」、全国的組織である
「あけぼの会（ワット隆子会
長）」、香川県宇多津町（谷
川俊博町長）の３団体。
　垣添会長がそれぞれに表
彰状を贈り、長年の活動の
労をねぎらいました。
　続いて朝日がん大賞に選
ばれた静岡県立静岡がんセ
ンターの山口建総長に、木
村伊量・朝日新聞社社長が
表彰状と副賞（100万円）を
贈りました。
　静岡がんセンターは全国
の相談支援センターのモデ
ルになった「がんよろず相
談」を10年にわたって続け
てきました。その先駆的な
取り組みが今回の受賞につ
ながりました。
　受賞者を代表して、山口
総長が「よろす相談は、患
者さん、ご家族の悩み、悲
しみ、苦しみを少しでもや
わらげるため、ずっと一緒
に考えてきた。ケアの分野
で（朝日がん大賞）の初の受
賞。誇りに思っている」と
受賞の言葉を述べました。
　今年度のがん征圧スロー

節目の年になりました。
　まず、主催者を代表して
香川県総合健診協会の森下
立昭会長が開会の言葉の中
で、「検診で見つかるがん
の生存率は高いが、現実は
そうじゃない」と、がんが
進行して見つかる現状を指
摘してがん検診の大切さを
アピールしました。日本対
がん協会の垣添忠生会長も
「がんは発生したときは症
状がない。その無症状のう
ちに見つけて治してしまお
う」と検診の受診を呼びか
けました。
　厚生労働省がん対策・健
康増進課の秋月玲子課長
補佐が「がんになっても安
心して暮らせる社会をめざ
す。この大会を節目として
がん対策に尽力を」という
矢島鉄也・厚労省健康局長
の祝辞を代読。横倉義武・
日本医師会長、浜田恵造・
同県知事、平木亨・同県議
会議長が祝辞を述べまし
た。
　全国大会では、がん対策
に貢献のあった個人や団体
を顕彰する今年度の日本対
がん協会賞の表彰が行われ
ます。
　今年度の対がん協会賞の

　「いのち育む瀬戸内から」
をテーマに、2012年度の
がん征圧全国大会が９月
14日、高松市のサンポー
トホール高松で開催されま
した。国民の２人に１人が
がんを患い、３人に１人が
がんで亡くなる時代、「が
ん征圧月間」の９月は各地
で様々な啓発行事が展開さ
れています。その「がん征
圧」を象徴するイベントが、
この全国大会です。大ホー
ルを埋めた約1600人の市
民とともに、がんで亡くな
った人たちに思いを馳せ、
がん征圧への道を着実に進
めることを改めて誓いまし
た。
　今年度は、国のがん対策
の要となる「がん対策推進
基本計画」が改訂され、２
期目（５年間）に入った年で
す。がん検診をはじめ、喫
煙率の削減目標が設けられ
るなど、がん予防の大きな

「いのち育む瀬戸内から」をテーマに高松市でがん征圧全国大会
がん検診に、喫煙の目標値・・・がん予防に向け新たなスタート

開会の言葉を述べる森下立昭・
香川県総合健診協会会長

約1600人の市民ががん征圧を誓った

あいさつする垣添忠生・日本対
がん協会会長
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ンターに置かれ、病院＝医
療従事者とは一線を画す。
患者・家族の医師や看護師
などに対する不満も院内・
幹部に伝えられ、改善の道
を探ることが可能な組織体
系となっている。これが
「徹底支援」を実現する方策
であり、静岡がんセンター
の特徴といっても過言では
ない。
　患者や家族の声を聞くシ
ステムは、よろず相談とは
別に院内13カ所に設置さ
れた「ご意見箱」や、職員に
よる「各種意見報告システ
ム」なども６つのルートが
ある。
　こうした取り組みによっ
て患者満足度調査では「満
足」「やや満足」がこの５年
間９割を超えている。
　「病院全体のバックアッ
プ、敷居の低さ、患者・家
族はもとより職員のだれも
が利用する、この３つが相
談支援センターを活性化す
ることにつながる」と山口
建総長。
　医療従事者を含む全職員
が連携と協働で取り組む患
者・家族の支援−全国の
がん診療連携拠点病院の相
談支援センターにとっての
ヒントをよろず相談にみる
ことができるだろう。

内容は多岐にわたる。治療
や検査内容、症状などの医
療系、受診方法、在宅介護
などの看護系、お金や就労
などの福祉系、医療者との
関係などが全体の９割を占
める。
　入院患者の家族が気分転
換に水泳をしたい、といわ
れプールを探したこともあ
る。いわば「病院版コンシ
ェルジェ」だ。
　出張相談も実施する。現
在は国の補助金も受けてい
るが、よろず相談は県のが
ん対策の一環として開設さ
れた経緯もあり、センター
を利用することが困難な県
民のために、医師や看護
師、MSW、保健師など２
～３人のチームが出向いて
いる。年に８～９カ所、浜
松市や藤枝市などでも開催
されている。
　多岐にわたる相談を担う
相談員は現在７人。全員が
MSWだ。

さまざまな方法を実施

　悩みや負担の解決に必要
な情報を手軽に入手できる
ようにと07年、相談内容
をまとめた「Web版がんよ
ろず相談Ｑ&Ａ」を病院の
HPに掲載した。「HPにアク
セスしてもらうことも相談

　がん患者と家族のあらゆ
る悩みに病院が一体となっ
て取り組む−それが第12
回朝日がん大賞を受賞した
静岡県立静岡がんセンター
「がんよろず相談（相談支援
センター）」の開設以来の位
置づけである。
　相談員として開設当初か
ら携わる医療ソーシャルワ
ーカー（MSW）の浜崎亮さ
んは「患者さん、家族の視
点での医療の実現」が重要
だと話す。
　時として患者・家族の代
弁者として病院に物を申す
ことにもなる。
　医師や看護師、薬剤師、
栄養士などすべての職員に
「よろず相談」の存在意義を
共有し、活用しょうという
意識が根付かないと理念が
空回りする。
圧倒的な利用者数と
多岐にわたる内容
　静岡がんセンターは富士
山の裾にある長泉町に
2002年に開院した、県内
唯一のがん専門病院。38
専門診療科、589床を備え
る全国でも屈指の規模だ。
緩和ケア病棟も整備されて
いる。
　正面玄関を入るとすぐに
「よろず相談」の文字が目に
飛び込んでくる。受付はオ
ーバーカウンター。患者や
家族の生の声を聞くための
工夫だ。
　相談は電話、対面、メー
ル、ファクスなどで平日の
午前８時30分から午後５
時まで受けている。相談件
数は開設した02年度（９～
３月）が3,625件で４年目に
１万件を超えた。現在は約

方法の１つ」と話すのは相
談員の経験もあり、現在は
患者・家族支援研究部部長
の石川睦弓さん。
　石川さんは厚生労働科学
研究費を受けた研究グルー
プの一員として0 3年、
7,885人のがん体験者を対
象に悩みや負担などを調
査。報告書を「Web版がん
よろず相談Ｑ&Ａ」の中で
「悩みのデータベース」とし
て公開している。
　患者図書館も重要な場所
だ。一般書約4,300冊、医
学関連書約2,000冊、ビデ
オやCD、DVDが約920タ
イトルのほか雑誌や新聞な
ど多様な資料を備えてい
る。
　訪れる患者の頼りになる
のが図書館担当看護師長の
廣瀬弥生さんだ。「白衣を着
ているからでしょうか、声
をかけられ、お話を聴き、
内容によってよろず相談を
紹介することがあります」
　患者・家族と病院をより
密接につなぐために、「患
者サロン　やまなみ」も今
年５月にオープンした。

よろず相談の特徴とは

　よろず相談は静岡がんセ
ンター内の組織としては病
院部門とは別の疾病管理セ

患者と家族の徹底支援　その秘訣は「連携と協働」
静岡県立静岡がんセンター「がんよろず相談（相談支援センター）」

１万2,000件とセ
カンドオピニオン
が約1,000件。電
話と対面が半々
で、全体の約９割
を占める。県内か
らが多いが、九州
などからも相談が
ある。＜よろず＞
の名称通り、相談
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　予防第一。早期発見・早
期治療ががん治療の原点と
いう信念に基づき、がん検
診事業を実施し、発展に寄
与してきた。
　検診の信頼性確保と精度
向上には「行政、撮影する
者、読影する者の連携が肝
心」という。旧制台北高校
時代にグランドホッケーで

　山上に山あり、山また
山−宮城県対がん協会を
設立し、検診車を利用した
がん集団検診を日本で最初
に実施した黒川利雄・元東
北大学学長が、がんを山に
例えた処世訓を座右の銘と
する。
　「医科大学を卒業し、医
局などに勤めた後は故郷で
開業医をしようと思ってい
たけど、黒川先生たちの導
きがあり、がん検診と診断
の世界へ。検診はライフワ
ークです」と話す。
　一次検診機関による精
検・診断・治療への誘導の一
貫した「宮城方式」。その効

に今はグラウンドに立つこ
とはないが、四国と県のホ
ッケー協会会長としても後
進を激励している。

だった。町役場の保健推進
係として、きめ細かい検診
体制を作り上げた結果だ。
　策は２つ。保健推進員の
育成・指導と、医師で構成
する検診推進委員会の結成
だった。推進員は町民と行
政のパイプ役として、検診
案内書の手渡しや未受診者
への受診勧奨などを担っ
た。委員会は受診状況の把
握・評価、継続受診や未受
診への対策を練った。
　これが町民・医療機関・行
政の三者が一体となって取

したり、県内の百貨店や
ショッピングセンターで
の「がん予防展」を創設した
りした。模擬胃がんの内視
鏡観察や模擬乳がんを使っ
て触診の仕方を説明するほ
か、禁煙やがん予防の食事
指導など、暮らしとがん対
策を意識した企画を実施し
てきた。
　98年からは、中高生を
対象としてがんと関連深い
遺伝子を学ぶ「夏休みサイ
エンススクール」を始める
など若い世代に向けた啓発
活動にも先駆的に取り組ん
できた。
　現在は千葉ヘルス財団の
理事長を務める一方で、所
長を務めた千葉赤十字血液
センターでの問診医など多
忙な日々を送っている。

培ったチームプレーの精神
をがん対策にも生かしてき
た。
　松山赤十字病院放射線科
部長時代の1967年から読
影にかかわり、現在も胃集
団検診委員長として、読影
医や放射線技師など後進の
指導と精度管理向上に腐心
する。若い医師が内視鏡診
断にこだわる結果、県内読
影医の高齢化がすすみつつ
ある現況には、忸怩（じく
じ）たる思いがある。
　80代半ばで開業医とし
て診療をするかたわら、週

果をより確かなものにする
ために1989年、宮城県対
がん協会に電算システムを
導入、受診者の検査歴や結
果などデータを一括管理
し、過去の結果と比較読影
するなど精度管理を重視し
てきた。現在、受診登録者
数は110万人を超える。
　視触診が主流だった乳が
ん検診で89年当時、50歳
以上を対象に年間5,000人
のマンモグラフィ併用検診
を企画・実施。日本のマン
モグラフィ検診の礎を築い
た。
　宮城県対がん協会検診セ
ンター所長を50代で退き、
市立病院院長などを務め
た。現在も週３回、健診と
診断に従事する。がん対策
という山を登り続ける日々
は変わらない。

に４日、約800人の読影を
こなす。張りのある声と艶
やかな顔色は、ホッケーで
鍛えた財産だろう。さすが

　岩手県岩手町の高い受診
率を紹介すると−胃54.5
％（岩手県：22.0%）、肺
84.7%（36.0%）、大腸70.7%
（2 5 . 0 %）、子宮5 3 . 4 %
（2 5 . 7 %）、乳房6 2 . 2 %
（25.9%）。
　実は十数年前まで、県内
での受診率は下位グループ

　「病気の本質を勉強した
いと思ったのが基礎研究へ
進んだ動機です」
　アメリカでの３年余にわ
たる遺伝子研究を終え、千
葉県がんセンターの研究員
となったのは1972年だっ
た。
　88年には広報委員に就
任。生化学研究を続けなが
ら県民に向けてがん予防の
普及・啓発のために様々な
アイデアと工夫をしながら
取り組んできた。
　がん征圧月間の９月、地
元紙のがんに関する特集の
紙面づくりにアドバイスを

検診と診断の精度管理に尽力
医療法人蔵原放射線科院長　　
愛媛県総合保健協会胃がん検診精度管理委員会委員長 蔵

くらはら

原 一
いちろう

郎氏（83歳）

山上に山あり、山また山
元宮城県対がん協会
検診センター所長　 菅

すがわら

原 伸
のぶゆき

之氏（72歳）

受診率向上に策あり
いわて　　　　　　　
ピンクリボンの会会長 仁

にしょうじ

昌寺 幸
さ ち こ

子氏（62歳）

がん予防にさまざまなアイデアと工夫
千葉県がんセンター名誉センター長
千葉ヘルス財団理事長　　　　　 崎

さきやま

山 樹
しげる
氏（72歳）

日本対がん協会賞
個人の部
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り組む「岩手町方式」と後に
呼ばれることになる。
　厚労省や岩手県のがん対
策推進協議会委員としてが
ん対策にも尽力してきた。
　３年前に健康福祉課長を

　山形県の子宮がん検診は
1966年、一部の医療機関
で開始され、２年後に県が
婦人科検診車を整備し本格
的に実施されるようになっ
た。
　細胞診判定ができる県内
の全産婦人科医師が参加す
るという「山形方式」だが、
その中心的存在として検診
体制を作り上げてきた。
　検診に従事する看護師や
検査技師など人的育成はも
とより、検診車の設計にも
かかわった。
　「東北大学の野田起一郎
先生と県立中央病院の山下
徹先生の指導を受け、車内
に待合室や診察室を設け、
細胞診の検体処理と顕微鏡

の県内市町村の行政からも
反対の声が上がったとい
う。
　壁を一つひとつ乗り越え
て実現させた講習会は、04
年からマンモグラフィの読
影研修も加え、勤務医・開
業医が一体となって取り組
む「岡山方式」の乳がん検診
はより精度を高めている。
　古式泳法神伝流九段の腕
前で、水泳と水中散歩で健
康を維持。開業医として診
察するかたわら、県の乳が
ん部会委員としても多忙な
日々を送っている。

らね」と設立当時を振り返
る。
　2010年からは県内で開
催されている「リレー・フォ
ー・ライフ」にサバイバーと
して参加したり、テレビ朝
日系列の健康番組で女性の
病気をテーマにした番組の
取材協力をしたりするな
ど、がんに対する正しい知
識の普及啓発や検診の受診
奨励を行う。
　がんという言葉がタブー
視されていた時代から約
40年。県内のがん克服者
の中心的団体として苦楽を
共にしてきた39人が現在
も活動している。

続いていた。
　この原因を探ってみたと
ころ「触診で異常に気がつ
いていても、乳腺症と判断
し経過観察にしていた」ケ
ースも少なくなかった、と
いう。
　そこで、2001年から検
診医に県医師会の指定する
講習会の３回受講を義務付

最後に役場を退職したが、
保健師となって40年、現
在も健康相談や家庭訪問を
続ける。健康は家庭からを
実践する日々だ。

検査を実施できるようにし
ました」という。
　また、73年には名前や
住所、問診内容、検査結果
などのデータを電算化し、
統計処理までできるように
し、検診の実施状況を分
析。講演などで活用した。
　81年には日本臨床細胞
学会県支部理事に就任。症
例検討会の実施や講演会・
研修会を県内で開催し、産
婦人科医や臨床検査技師の
細胞診指導や育成、検査精
度向上に貢献してきた。
　98年には山形県結核成
人病予防協会細胞診センタ
ー所長として勤務する一方
で、県内の産婦人科医不足
で検診従事医師の確保が難
しくなった状況に対応しよ
うと、事業所や市町村で実
施する子宮がん検診に出向
くなど受診率向上に尽力し
た。

け、講習修了者を県医師会
が認定することにした。約
600人の医師が参加した。
　直ぐに結果が出た。講習
開始の翌年の乳がん発見率
は0.04%から0.17%に上昇
し全国でもトップグループ
になった。その後も講習会
は続けており、視触診での
発見率は全国１位を保って
いる。
　しかし、講習会実施の道
のりは平坦ではなかった。
ある程度は予想していたと
はいえ、郡市医師会や乳が
ん専門医などに加え、当時

　子宮がんを克服した患者
の集まりで、1974年に結
成された。福島県保健衛
生協会のがん検診車「しゃ
くなげ号」での集団検診で、
がんが発見されたことが名
称の由来になっている。シ
ャクナゲは福島県の県花
だ。
　会長の小澤道子さんは
「検診で早期発見され、早
期治療を受けたからこそあ
る生命」と自らの体験をも
とに検診の重要性を県内に
発信し続けてきた。
　また、家族にも話せない
不安や悩みを分かち合って
きた。「患者会などがなくて
話し合う場所がなかったか

　岡山県の乳がん検診は、
受診率では全国でベスト
10内にあったが、発見率
は40位以下という状況が

検診車設計にも参加、子宮がんと40余年
前山形県結核成人病予防
協会細胞診センター所長 早

はやかわ

川 澄
す み お

夫氏（80歳）

乳がん発見率向上に努める
くにとみ外科胃腸科医院院長　
岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会委員 岡

おかざき

﨑 邦
くにやす

泰氏（78歳）

福島のがん克服者の中心的存在
しゃくなげ会（小澤道子会長）

日本対がん協会賞
団体の部
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　「30歳を過ぎた女性が、
子宮がんと乳がんの検診を
年に２回受けるのは常識で
す」と会長のワット隆子さ
んは夫の仕事の関係で滞在
中だったアメリカの医師に
言われた。
　当時の日本ではがん検診
はまだ浸透しておらず、が
んであることをオープンに
することも憚（はばか）られ
た時代だ。５年の在米生活
を終えて帰国した1977年、
37歳で乳がんと診断され
た。
　「100%の確信がほしく
て」患部の一部を切り取っ
て顕微鏡で調べる生検を受
けたらがんが発見されたと

　2004年度のがん検診受
診率が県内17市町中17
位−最下位脱出への熱い
思いと策を待っていたが、
健康増進課の山下忍課長か
らは至極普通の言葉が戻っ
てきた。
　「健康で長生きをしてい

診奨励などを実施。また集
団検診に予約検診をとりい
れたり、待ち時間短縮策を
とったりし、受診者の利便
性に配慮した集団検診体制
を確立した。
　とくに子宮頸がん、乳が
ん検診で若い世代の受診率
を伸ばした。
　すると相乗効果で町全体

◇滋賀県健康づくり財団
井場孝子
◇京都予防医学センター
宇野小巻、土田真弘、佐藤篤
彦
◇兵庫県健康財団
宮田俊介、井之上健、林　優
子
◇和歌山県民総合健診センター
小林栄志
◇鳥取県保健事業団
宮本雅彦
◇山口県予防保健協会
瀬川恵美子、河村玲二、長安
みどり、西村武、宮崎修一
◇とくしま未来健康づくり機構
長尾昌代
◇愛媛県総合保健協会
石水敦史
◇高知県総合保健協会
朝海展浩、原　澄江、田岡真
子、朝日和香
◇福岡県すこやか健康事業団
具志秀和、佐藤陽一郎、河村
俊子、高巣富美、花木光治
郎、山田　耕
◇佐賀県総合保健協会
鐘ケ江淳也
◇長崎県健康事業団
田口祐一、若杉奈津子、今里
裕樹、岩田由尚
◇熊本県総合保健センター
木原優子
◇鹿児島県民総合保健センター
中間慎一郎、坂下真奈美
◇沖縄県総合保健協会
上原あつこ

いう。「痛くも痒くもなく、
ほっておいたら……」。自
身の体験をもとに、病気の
不安や負担を話し合う場所
をつくり、検診後進国だっ
た日本で検診や早期発見・
治療の大切さを知ってもら
うために78年に会を創設
した。
　患者支援も活動の柱だ。
母の日には全国一斉街頭キ
ャンペーンを28年にわた
り続けるほか、電話相談や
乳がん相談会などを全国各
地で実施している。
　結成から34年、全国に
33支部、会員約3000人と
全国規模の団体となった。

ただきたい。病気は早期発
見、早期治療。そうすれば
医療費が削減できます」
　しかし、取り組み内容は
きめ細やかだった。検診希
望調査や個別郵送方式での
受診案内に加え、未受診者
への再通知や電話による受

の受診率が向上し、2010
年度には、子宮頸がん、乳
がん検診が県内１位となっ
た。
　「がんの少ない町を目指
そう」と次の抱負を語る谷
川俊博町長。次なる目標を
もった町の取り組みは今後
も目を離せない。

◇青森県総合健診センター
室井則子、小野美由紀、工藤
玲子
◇岩手県対ガン協会
立花慶太
◇秋田県総合保健事業団
小野寺拓也
◇やまがた健康推進機構
渡邉美佐、木戸ひとみ、三宅
哲雄、小関香織、髙橋恵美、
斎藤　晃
◇栃木県保健衛生事業団
佐藤祥一、渡邉　哲、七ツ矢
晃子
◇群馬県健康づくり財団
大野悌典、田村晴美、大川浩
代、岩上徳久、清水康統、川
島達弥、吉田和代、吉澤梅
子、西谷久美子、野上智治、
牛込有子、山田充宏、細野範
子、齊藤圭子、村田和久
◇埼玉県健康づくり事業団
井上賢一、廣野絵美
◇ちば県民保健予防財団
岡田右子、加藤智子、野﨑統
美子、藤井　透、吉野麻樹
◇新潟県健康づくり財団
岸　克也
◇長野県健康づくり事業団
田中久美子、唐木厚子、町田
純子
◇福井県健康管理協会
吉田成範
◇岐阜県教育文化財団
井川佐知子
◇三重県健康管理事業センター
上妻聡子

永年勤続表彰者　28団体　78人（敬称略）

※年齢、肩書きなどはは９月１日現在

県内受診率最下位からトップの座へ
香川県宇多津町（谷川俊博町長）

検診が常識になることを願い設立
Breast Cancer Network Japan あけぼの会（ワット隆子会長）
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いただくことになっており
ます。
　がん対策基本法には、が
んの予防、早期発見、がん
医療の均てん化、がん研究
の推進などが盛り込まれて
います。

を聞くことになっていま
す。意見をもとに厚生労働
大臣が計画案をつくって、
各省と協議をして閣議決定
をします。この国のがん対
策推進基本計画に基づいて
都道府県では都道府県のが
ん対策推進計画をつくって

されました。この中で一番
大きなものとして、がん対
策推進基本計画という、ど
んながん対策をどのように
進めていくか、という、国
の５年間の計画をつくるこ
とが定められています。
　がん対策推進基本計画を
つくる際に、専門家や患者
さんの代表５人で構成する
がん対策推進協議会の意見

　秋月　皆さん、こんにち
は。厚生労働省健康局がん
対策・健康増進課の秋月と
申します。では、「がん対
策推進基本計画に基づく国
のがん対策について」とい
うテーマでお話をさせてい
ただきます。
　まず、がん対策基本法で
すが、平成18年につくら
れ、平成19年４月に施行

　今年度のがん征圧全国大会を記念したシンポジウムが全国大会の前日の９月13日、高松市の香川国際会議
場で開催されました。テーマは「新しいがん検診のあり方」。今年度は、がん検診の中で、血液検査で胃がん発
症のリスクを調べる検査の有用性が議論される胃がん検診と、原因となるウイルスの感染の有無を調べる検査
の検診への導入が検討される子宮頸がん検診をとり上げました。日本対がん協会が設けた胃がん検診と子宮頸
がん検診のワーキンググループの調査を紹介しながら、両ワーキンググループのメンバー、厚生労働省のがん
対策担当者らが、会場を交えて議論を深めました。厚労省も、がん検診のあり方に関する検討会で子宮頸がん
検診へのHPVテストの導入をめぐって議論をしています。日本対がん協会では、厚労省側の議論の進み具合
を見ながら、検診機関としての考えをまとめる方針です。

ABCリスク評価は有効か？　胃がん検診　
HPVテストを効率的に運用するには？　子宮頸がん　

「新しいがん検診のあり方」めぐり、会場を交えて熱心に論議
がん征圧全国大会記念シンポジウム　香川国際会議場で９月13日

　その議論の前提として、
がん検診、自治体が行う住
民健診はどういう状況にな
っているのか、並びに検診
機関としてどういう課題が
あるのかを把握するため、
支部の皆さんの協力を得
て、８月にアンケートを実
施しました。その報告も交
え、これからのがん検診の
ことを考えていきたいと思
います。
　それでは、最初に厚生労
働省がん対策・健康増進課
の秋月玲子課長補佐、よろ
しくお願いいたします。

　――　がん検診のあり方
について、厚生労働省が検
討会を設けて、今のがん検
診の方法、並びにいろんな
新しい手法について検討が
重ねられています。日本対
がん協会も昨年のシンポジ
ウムで、がん検診について
考えていこうということを
話し合い、この春から具体
的に専門の先生方に集まっ
ていただいて、子宮頸がん
と胃がんの検診についての
ワーキンググループをつく
り、どんな手法ががん検診
として適切なのだろうか、
議論を始めました。

「国のがん対策推進基本計画について」

最初の基本計画は平成19年
がん検診受診率の目標「50%以上」

よる死亡者の減少」、具体
的には「75歳未満の年齢調
整死亡率の20%減少」「全て
のがん患者及びその家族の
苦痛の軽減並びに療養生活
の質の向上」が掲げられま
した。そして分野別施策の
中で、すべての拠点病院で
放射線療法や外来化学療法
を実施することであると

　後ほど新しいがん対策推
進基本計画について説明さ
せていただきますが、最初
にできたのが平成19年６
月です。その５年前の計画
には重点的に取り組むべき
課題として、手術療法に比
べて遅れていると認識され
ていた放射線療法と化学療
法の推進、専門的に行う医
師等の育成、その
二つを重点課題と
して挙げていまし
た。それから「治
療の初期段階から
の緩和ケアの実
施」「がん登録の推
進」もうたわれま
した。
　そして全体目標
として、「がんに 秋月氏
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る」とされています。既に
検討会を開催し、つい先
日、ほんとに数日前に小児
がんの拠点病院の整備指針
（「小児がん拠点病院の整備
に関する指針」）を出したと
ころです。
　小児がんの拠点病院につ
いては全国に10カ所程度、
地域のブロックで１から３
カ所程度整備することとし
ています。がん診療連携拠
点病院は基本的にがん医療
の均てん化を目標にしてき
ましたが、小児がんの拠点
病院は患者さんの数が限ら
れていることもあり、ある
程度集約化も必要ではない
かということで拠点病院の
数は限っています。

　分野別の施策に新しく入
ったものを挙げますと、「医
薬品・医療機器の早期開発・
承認等に向けた取組」があ
ります。
　がん研究と多少かぶると
ころはあるんですけれど
も、ドラッグ・ラグ、つま
り海外で使えるけれども日
本で使えない薬とか、ある
種のがんには使える薬が別
のがんに使えないという適
応外の問題が大きく取り上
げられまして、承認のプロ
セス、治験の推進が今回の
計画に盛り込まれました。
　小児がんについては、「５
年以内に、小児がん拠点病
院を整備し、小児がんの中
核的な機関の整備を開始す

と診断された時からの緩和
ケアの推進」となりました。
「がん登録（の推進）」は従来
通りです。がん患者さんの
就労の問題だとか、小児が
ん医療の拡充に重点的に取
り組んでいこうと「働く世
代や小児へのがん対策の充
実」が新たに盛り込まれま
した。

　今年６月に閣議決定をさ
れた基本計画には、手術療
法が重点課題として新たに
盛り込まれました。最近は
外科医が非常に不足してい
るということが背景になっ
ています。緩和ケアは、治
療の早期ではなくて、がん
と診断されたときから必
要だということで、「がん

今野　　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）
自治医科大学卒、東北大学講師、自治医科大学助教授
などを経て現職。子宮頸がん征圧をめざす専門家会議
実行委員長として啓発・政策提言を行う。

松田　一夫 氏
福井県健康管理協会副理事長
自治医科大学卒、福井県立若桜成人病センターなどを
経て2005年から現職。厚生労働省のがん検診のあり方
に関する検討会構成員。

定が前倒しされ、既に全都
道府県で始まっています。
　拠点病院にも相談支援セ
ンターを設置し研修を修了
した人を配置しています。
　ただ課題も指摘されてい
ます。まず、がん検診の受
診率です。徐々に向上はし
てきているとはいえ、目
標の50%には達していませ
ん。設備面も、量としては
大体ある程度整備されてき
ましたが、もう少し質を上
げていくことが重要です。

秋月　玲子 氏
厚生労働省がん対策・健康増進課課長補佐
慶應義塾大学医学部卒、外科医を経て厚生労働省入
省。大臣官房国際課、医政局国立病院課などを経て
2011年より現職。

渋谷　大助 氏
宮城県対がん協会がん検診センター所長
東北大学医学部卒、仙台市立病院消化器科医長などを
経て1999年より現職。厚生労働科学研究費補助金（が
ん臨床研究事業）で受診率向上をめざす研究などに携
わる。

　その後、どういったこと
が達成できたか、例えば放
射線療法とか化学療法の推
進については、拠点病院を
中心に、放射線の治療機器
だとか、外来化学療法室と
かを整備しました。
　緩和ケアについては研修
を実施し、今年３月時点で
３万人が修了しています。
　地域がん登録も進んでき
ました。いま法制化といっ
た話も出てきていますが、
平成24年度中にという予

講師のみなさん

司会
小西宏・日本対がん協会マネジャー

進んだ治療面などの施設整備

小児がんの拠点病院を整備へ

改訂された新基本計画が６月に閣議決定

か、緩和ケアの研修のこと
などが盛り込まれました。
　がん診療連携拠点病院も
２次医療圏ごとに一つ整備
し、相談支援や情報提供に
携わる相談支援センターを
おおむね一カ所以上整備し

ていくことになりました。
　がんの早期発見につい
て、がん検診の受診率の
目標として、「５年以内に
50%以上」という数値が掲
げられ、達成をめざして進
めてまいりました。

　全体目標について
も、「がんになって
も安心して暮らせる
社会の構築」が書き
加えられました。５
年前の基本計画で
は、がんの予防とか
早期発見などが中心
だったのですが、社
会的な問題、特にメ
ンタルケアとか、就

を見せている傾向がありま
す。

労の問題とか、教育の問題
など少し問題意識が広がり

秋月氏
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の８割以上は何かしら医療
機関にかかっているという
データがありまして、ふだ

　受診率を年齢階級別にみ
ますと、やはり高齢者にな
ると低くなります。高齢者

医療従事者の方の要望とか
もあるとは思いますが、指
針以外の検査項目を実施し
ている市区町村が相当あり
ます。
　指針以外のがん種で一番
多いのは前立腺がんです。
PSA検査ですね。特に特
定健診で血液検査をしたと
きに一緒に検査ができると
いうこともあって、PSA
検査を実施しているのが７
割ほどにのぼります。

いても検討したいと考えて
います。
　がん検診の現状につい
て、皆さんにお話しするよ
うな内容ではないでしょう
けれど、少し説明いたしま
す。
　がん検診には、対策型検
診と任意型検診がありま
す。我々が行っているのは
対策型検診です。つまり、
対象集団の全体の死亡率を
下げるということを目標
に、公的資金を活用して行

ると思いますが、胃がんで
はレントゲン検査を40歳
以上の人に年１回。それか
ら子宮がん。これはいい
かげんに子宮頸がんに直し
なさいというご指摘があっ
て、見直さなければいけな
いと思っているんですけれ
ども、子宮がん検診につい
ては20歳以上の人に２年
に１回となっています。

っています。
　がん検診の根拠となる法
令は健康増進法です。第
19条の２に健康増進事業
が定められ、施行規則にが
ん検診が入っています。
　市区町村のがん検診の項
目は、厚労省が出している
指針に基づいて実施してい
ただくようにお願いしてい
ます。後ほどのテーマにな

も、がん検診自体は年齢に
上限は設けていませんが、
目標値の50%とか40%を算
定するときには、40歳か
ら69歳、子宮頸がんであ
れば20歳から69歳を対象
とするということとしてい
ます。
　がん検診の項目や方法は
「国内外の知見を収集して
検討し、科学的根拠のある
がん検診の実施を目標とす
る」としています。

　後ほど対がん協会のアン
ケート調査も説明されるか
と思いますが、平成22年
１月現在でのデータでは、
厚労省の指針以外の項目、
例えば胃がん検診の場合で
すと内視鏡検査を実施して
いるところも13%ぐらいあ
りました。乳がん検診で超
音波検査をとり入れている
ところは大体30%ぐらい。
おそらく供給側の問題と
か、住民の方の、あるいは

　これを受けて、現在、厚
労省は、「がん検診のあり
方に関する検討会」を５月
末から開始しました。いま
は子宮頸がん、特にHPV
テストをテーマに議論を始
めています。後ほど説明い
たしますが、無料クーポン
が平成25年度で一応５年
間、５歳刻みで実施してい
ますので一巡します。無料
クーポン事業も含めて、今
後、受診率向上施策をどう
していくかということにつ

　受診率の目標について、
５年前と同じく５年以内に
50%とうたってはいるんで
すが、胃・肺・大腸はまだ２
割程度なのが実態です。目
標値はもう少し現実味のあ
る数値を設定すべきではな
いかという指摘もあり、当
面は40%とされています。
ただ目標値は、３年を目途
に行う中間評価を踏まえて
見直しを行うとしていま
す。
　受診率の算定ですけれど

受診率の目標
胃・肺・大腸は当面40%

胃がん検診で内視鏡検査、乳がん検診で超音
波検査……指針にない項目も相当数

受診率は国民生活基礎調査で「代用」

受診年齢の上限が必要かどうか、検討会で議論へ

HPVテストをテーマに議論
厚労省の検討会

で、ちょっと主観的な回答
になる可能性はあるんです
が、現在、実施者のほうに
全国を網羅的に調査するす
べが確保されていないもの
ですから、国民生活基礎調
査のデータでもって代用し
ております。
　一方、市区町村のがん検
診の受診率については、地
域保健・健康増進事業報告
で正確に把握ができていま
す。ただ、企業が実施して
いるがん検診は入っていま
せんので、国民生活基礎調
査のデータよりも受診率は
低く出る傾向があります。

　受診率は、平成16年、
19年、22年と、少しずつ
は上がってきていますが、
やはり伸び悩んでいる。無
料クーポン券とか、国とし
ても少しでも後押しをして
いますが、まだ２割から３
割程度です。
　がん検診の受診率を算定
する際に、どの数値を使う
のですか、とよく聞かれま
す。現在は、国民生活基礎
調査の中で３年に１回がん
検診の受診状況を尋ねてい
る数値を用いています。国
民生活基礎調査は一般の国
民の方に対する調査ですの

がん教育の拡充
いらっしゃいます。そうい
う人が仕事を続けるにはど
うすればいいか、今後考え
ていきたいと思っていま
す。
　基本計画の中で、がん検
診につきまして抜粋した形
で説明いたします。重点的
に取り組むべき課題で今回
新しく追加されたところで
すが、働く世代や小児への
がん対策の充実の中で、特
に「年齢調整死亡率が上昇
している乳がん・子宮頸が
んといった女性のがんへの
対策」がうたわれています。

　がんの教育・普及啓発で
は、特に子どもに対する教
育、やはり若いうちに、が
んというものについてもう
少し、たばこだとか感染症
だけではなくて、がんとは
どういう病気なのかという
ことを知ってもらおうと、
新しく盛り込んでいます。
これはがん検診にもつなが
ると思います。
　そして、がん患者の就労
を含めた社会的な問題への
対応です。がんと診断され
て仕事をかわられたり、や
めたりしている人もかなり



（ 10 ） 	 対 が ん 協 会 報

か。今後、検討会での意見
も踏まえながら詳細を詰め
ていきたいと思っていま
す。どうもありがとうござ
いました。（拍手）
　――　秋月先生、ありが
とうございました。様々な
議論がまさに展開されてい
るホットなところ、会場の
関心が非常に高いところも
ご説明いただきました。国
の全体のがん対策の中でが
ん検診がどういう位置づけ
にあるのかということもよ
く理解できたと思います。
本当にありがとうございま
した。
　それでは続きまして、宮
城県対がん協会の渋谷先生
に胃がんの検診についてお
話しいただきます。渋谷先
生には、日本対がん協会の
胃がん検診のあり方につい
て考えるワーキンググルー
プの座長をお願いしており
ます。それでは先生、よろ
しくお願いいたします。

亡率が、海外では下がって
きているにもかかわらず日
本は上がっています。それ
から、若い女性に非常に罹
患が偏っているというか、
昔は高齢者の方に比較的多
かったのが、徐々にスライ
ドしてきて、現在、30代
に非常に多くなっている。
それに伴って年齢階級別死
亡率も、年齢が上がるとだ
んだん下がってきているの

　これらの指標が実際どれ
ぐらい目標に達している
か。プロセス指標の許容値
を満たしていないところ
は、例えば、大腸がんだと
か、子宮頸がんで精密検査
の受診率が目標値に届いて
いないところが結構多い。
単に検診を受けていただく
ということだけではなく、
精密検査の受診にきちんと
つなげていくというところ
も、今後対策を強めていか
なければいけないと思って
います。

ですが、若い世代では上が
ってきている。
　早急に対策をとるべきで
はないかと、HPVテスト
の実施を考えています。特
に30代の方に罹患が多い
ものですから、30代の方
を中心にHPVテストを実
施してはどうかということ
も一案になっています。
　ただ、HPVテストにつ
いては、専門家の意見を聞
いていますと、まだ多少分
かれるところもあります。
導入にあたって留意すべき
点は何か。例えば、どうい
った形でご本人に説明をす
るかとか、同意が必要かと
か。HPVテストを実施し
たときに、どうフォロー
アップをしていくか、どの
ようにデータを検証できる
ような形にしていくか。さ
らに、HPVがプラスであ
って細胞診がマイナスであ
った方は、どういったふう
にフォローアップしていく

　最後に、女性のためのが
ん検診推進事業を説明しま
す。厚労省の来年度予算の
概算要求の中で116億円を
盛り込んでいます。女性の
がんの中でも特に子宮頸が
んについて、HPVテスト
を検診に導入することを一
つの事業としてやってはど
うかと考え、予算要求をし
ているところです。
　子宮頸がんの年齢調整死

　受診率の説明に時間を割
きましたが、それ以外に、
やはり精度管理は非常に重
要です。厚労省も、チェッ
クリストを使って検診を進
めてほしい、と要望してい
ます。
　プロセス指標。これは平
成20年のがん検診事業の
評価に関する委員会報告書
の中に盛り込まれたもので
すが、精検受診率とか、未
把握率、未受診率、こうい
ったものも一つの指標とし
て入れています。

すが、平成21年の補正予
算で導入しました。当初
は10分の10だったんです
けれども、次の年から市区
町村と２分の１ずつの負担
です。平成24年度予算が、
子宮頸がん、乳がん、大腸
がんを合わせて105億円で
す。
　企業の人にも正しいがん
検診を受けていただこう
と、がん検診受診促進企業
連携推進事業を進めていま
す。現在800以上の企業に
賛同いただき、正しいがん
検診の普及啓発とか、受診
率の向上のグッドプラクテ
ィスの紹介などを進めてい
ます。

んから医療機関にかかって
いると検診をわざわざ受け
てもらえないのではないか
と推測しています。がん検
診の受診年齢に上限は設け
ていませんが、今後、設け
る必要があるのかどうかと
いうことも、検討会で議論
していきたいと考えていま
す。
　参考までに海外ですと比
較的、年齢の上限を設けて
いるところが多い。海外で
は乳がんと子宮頸がんと大
腸がんがほとんどですけれ
ども、上の年齢は65歳と
か69歳ぐらいで切ってい
るところが多いようです。
　無料クーポンに関してで

重要な精度管理

子宮頸がん検診にHPVテストの導入に向けて論議

「ABC」「胃がんリスク検診」……エビデンスは？

「胃がん検診の現状と課題について」

　「有効性評価に基づく胃
がん検診ガイドライン」で
は、対策型検診で推奨され
ているのはＸ線検診のみで
す。しかしながら、任意型
検診では内視鏡検診や血液
検査によるリスク検診も行
われています。（一定集団に
おける死亡率の減少とい
う）エビデンスがないまま、
これらの手法が対策型検診
においても導入が検討され
ている。胃がん検診をめぐ
る現状の課題として、そう
いうことが挙げられるかと
思います。

　渋谷　皆さん、こんにち
は。宮城県対がん協会の渋
谷と申します。まず住民検
診の課題について触れさ
せていただきます。一つ
は、受診者の固定化・高齢
化ですし、二つ目は、秋月
課長補佐からもご指摘のあ
った受診率の低迷です。さ
らに、精度管理の不備、一
般競争入札による検診機関
の経営悪化の問題もありま
す。
　そういった問題を背景
に、胃がん検診をテーマに
お話しいたします。

といいますと、ヘリコバク
ター・ピロリ抗体価とペプ

　「ABC分類に基づく胃が
ん検診」はどういうものか
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高くなっていきます。血圧
が高いグループ、あるいは
コレステロールが高いグル
ープは当然のことながら、
疾病のリスクが高いわけで
す。ハイリスクアプローチ
（ハイリスクストラテジー）
は、こういう非常にリスク
の高い人を対象に介入す
る、治療を行うという方法
です。
　確かに効果は高い。でも
患者さんはそんなに多くは
ない。実際はそういう問題
があるわけです。ポピュレ
ーションアプローチは、全
体の血圧を下げる。例えば
生活習慣の改善で塩分の摂
取を少なくするとか、健常
人の全体の血圧を少しだけ
下げるとか、コレステロー
ルを下げるとか、そういう
ふうなアプローチです。

　実際に我々の症例で、ヘ
リコバクター・ピロリ抗体
陰性、PG陰性のＡ群です。
確かに萎縮はあまりない、
きれいな胃をしています
が、噴門にある２型の進行
胃がんです。こういうケー
スもあるということです。
　リスク検診という言葉自
体が非常に問題だと言いま
したけれども、公衆衛生
上、特に予防医学における
ポピュレーションアプロー
チとハイリスクアプローチ
という問題もあります。ど
ういうことかといいます
と、血圧の分布でもいいで
すし、血清のコレステロー
ル値の分布でもいいのです
が、多くの健常人の場合は
正規分布に伴って、例えば
心筋梗塞とか脳卒中のよう
な疾病のリスクはだんだん

　Ａ群の中には、昔、ピロ
リ菌に感染していながら自
然に除菌されて、見かけ上
は、Ａ群に入ってしまった
という人もいるでしょうけ
れど、やはりがん発生のリ
スクがあるので、これも非
常にわかりにくいのです
が、一度は画像診断を受け
ることを推奨することにな
ります。これはどういうこ
とを意味するのか、結局は
みんな検査を受ける、とい
うことになるわけです。ま
だまだ問題があります。Ａ
群は本当に検診が不要なの
でしょうか。

る先生方もそれでいいだろ
うということです。今後、
この名称が定着していくだ
ろうと理解しています。
　ただ、それをどう運用し
ていくのかに関してはまだ
定まっていません。これも
学会の附置研究会でいま議
論の最中です。一応我々
が考えているのは、対策
型検診、公費による検診

　これに関して、既にこの
段階で内視鏡検査が医療保
険で行われている可能性が
あります。実態はまだ全く
わかっておりません。今
後、調べる必要があるだろ
うと思っています。
　レントゲンの場合、精密
検査が必要と判断されて内
視鏡検査を受ければ、そこ
から医療保険の適用になり
ます。内視鏡検査をスクリ
ーニングに用いた場合は精
検になるのだろうと思いま
す。異常がなければ来年以
降の検査、がんが発見され
れば治療、です。

　主にこれをABC検診と
かリスク検診と言われてい
ますが、日本消化器がん検
診学会では、これはあくま
でも胃がんのリスクを評
価するものであって、正
しくはABC分類、あるい
はABC評価に基づく胃が
ん検診と言うべきだと、ほ
ぼ意見が一致しています。
ABC検診を推進されてい

出てきて、ピロリ菌もなく
なってしまったＤ群ですけ
れども、それぞれのがんの
発生率を見ると、Ａ群から
はほとんどがんは出てこな
い。Ｂ群、Ｃ群、Ｄ群と萎
縮が進むに従って胃がんの
発生リスクが高まるという
ことです。
　日本胃がん予知・診断・
治療研究機構によります
と、胃がんリスク検診−
ABC検診と言っている場
合もあります−では、Ａ
群は、症状がなければ内視
鏡検査を受ける必要はな
い。Ｂ群は、３年に１回の
内視鏡検査を受ける。Ｃ群
は、２年に１回の内視鏡検
査。Ｄ群は非常にがんの発
生率が高いので毎年、内視
鏡検査を受ける。このよう
に言われているわけです。
ですが、その数値に関する
エビデンスはないのが実情
です。

つに群を分けます
と、Ａ群は、非常
にきれいで、恐ら
くピロリ菌の感染
がない。徐々に
感染して萎縮が
進み、まだPGで
はマイナスの段
階（Ｂ群）。どんど
ん萎縮が進んだＣ
群、腸上皮化生が

シノゲン（PG）法によって
胃の粘膜の萎縮度を四つに
分類します。両方マイナス
のものをＡ群、これは恐
らくピロリ菌の感染がな
く、萎縮もないものだろう
ということです。PGがマ
イナスで、まだ萎縮が進ん
でいないけど、ピロリ菌の
感染があるものをＢ群とし
ます。ピロリ菌の感染があ
って萎縮も進んでしまった
ものをＣ群。さらに腸上皮
化生が進んでピロリ菌もい
なくなってしまったものを
Ｄ群と言います。このＡ、
Ｂ、Ｃ、Ｄの四つに分けると
いう考え方が「ABC分類」
と言われます。ＣとＤを一
緒にしてＣ群とする場合も
あります。
　和歌山県立医科大学の一
瀬雅夫教授の有名なデータ
を紹介します。ピロリ抗体
価とペプシノゲン法の組み
合わせでＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの四

「ABC」は検診ではなく、「リスク評価」

「低リスク」でも発症は「ゼロ」ではない

「ABC」に続く内視鏡検査は「精密検査」か

は、Hp抗体検査とPG法に
よって胃がんのリスクを評
価して、Ａ、Ｂ、Ｃに分ける
と。Ａ群の未感染群という
のは、スクリーニング検査
は不要。Ｂ・Ｃ・Ｄ群は、内

視鏡または胃Ｘ線、これは
どちらでもいいと思います
が、それによるスクリーニ
ングを行う。ここまでが公
費による対策型検診だと考
えているわけです。

渋谷氏
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　最も多い誤嚥症例の年齢
分布を見ますと、昔から男
性の高齢者に多いと言われ
てきた通りの傾向です。女
性は高齢になってもあまり
増えない。原因はよくわか
りません。
バリウムの誤嚥のほと

んどは非常に軽症ですけれ
ども、偶発症の重症例は高
齢者に多い。先ほどの腸管
せん孔を起こして死亡する
例も、ほとんどが高齢者。
こういうデータがあると高
齢者はレントゲン検査をや
めて、内視鏡検査をした方
がいいんじゃないか、とい
うことになります。

は偽陰性ですが、どうして
も７～８%は出てきてしま
う。それが一つ。
　PGマイナス、ヘリコバ
クター・ピロリ抗体プラス
のＢ群、そしてＣ群、Ｄ群
と進むにつれて胃粘膜萎縮
が進行していきます。それ
に従って胃がんの発見率が
どんどん上がってきます。
こういうハイリスクアプロ
ーチの対象の人たちを濃厚
に検診し、低リスクの人た
ちは３年に一遍でいい、と
いうのが、ハイリスク検診
の概念です。
でも本当にそれでいい

のか。Ｂ群は、症例発見率
は少ないけれども、若年者
で、進行がん、未分化がん

です。その検査における上
部消化管での死亡者が14
例、0.00019％です。
Ｘ線による死亡率は、

先ほどのアンケートでは小
数点以下の０が１個多いの
で、内視鏡検査による死亡

　胃がん検診の現状と課題
です。問題は偶発症です。
Ｘ線検査と内視鏡検査を比
較する形で見てみたいと思
います。
　日本消化器がん検診学会
で、偶発症に関するアンケ
ートを実施しました。一
番多いのは誤嚥です。大
体0.019％です。問題は腸
管せん孔、腸閉塞もありま
す。これはちょっと重症と
いうか、人工肛門をつくる
場合もあります。死亡の恐
れもあります。この調査で
は１件でした。0.00002％
です。重症例の半数は70
歳以上の高齢者です。

　集検発見胃がんから見た
胃がんのリスク評価が抱え
る問題点です。Ａ群、ヘ
リコバクター・ピロリ抗体
マイナス、PGマイナスは、
ピロリ菌未感染で萎縮のな
い健康な胃で、胃がんはま
ず出てこないということで
すけれども、実際は７%ぐ
らいがんが出てしまう。な
ぜか。ヘリコバクター・ピ
ロリ既感染者がどうしても
混入してしまうからです。
ヘリコバクター・ピロリ未
感染者の慎重な判定が重要
になります。実際にどこの
データを見ても７～８%も
あるはずはない。実際に調
べてみると未感染と思われ
るものは少なく、ほとんど

　その内視鏡検査の偶発症
はどうなんでしょうか。内
視鏡検診はそう多くはない
ので、内視鏡による普通の
偶発症というのはどうなの
か。日本消化器内視鏡学会
が５年に一遍、偶発症を調

胃がんのリスク評価が抱える課題

バリウムの誤嚥、腸閉そく……偶発症が課題

内視鏡でも偶発症？

リ抗体陰性のがんは１%ぐ
らいですので、実際は７%
ぐらいの偽陰性が出てくる
ということです。Ｂ群は若
い人に多い。当然ですね。
そして、Ｃ、Ｄとだんだん
萎縮が進むに従って年齢が
上がってきます。
　実際の症例数を見てみま
すと、Ｃ群が一番多い。半
分以上がＣ群です。そし
て、Ｂ、Ｃ、Ｄ群のがんの割
合を見ますと、Ｂ群では若
い人に多く、それも進行が
ん、未分化型の早期がんが
多いという問題がありま
す。Ｄ群は平均70歳ぐら
いですが、ほとんどが分化
型の早期がんで、内視鏡治
療が可能です。それは大変
いいことですが、一方で、
本当に生命予後に関係する
のか、という疑問が生じて
きます。進行がんは非常に
少ないんですね。こういう
課題があります。

　ハイリスクアプローチの
ジレンマというものがあり
ます。例えば胃がんのリス
クを見てみますと、だいた
い正規分布をとり、それに
伴って、だんだんと、がん
の発生率は高くなっていき
ます。でも、実際は少な
い。実際のがんの発見数は
別の格好になります。です
から、こういう人たちだけ
に濃厚にがん検診を行うこ
とが適切なのかという問題
がどうしても出てくるわけ
です。
　我々のデータでは、集検
発見胃がん295例のリスク
群、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと。Ａ群
も、本来はそんなにあって
はいけないんですけれど
も、我々のデータでも７%
ぐらい、がんが見つかって
います。恐らく「見かけ上
の未感染」によるＡ群だと
思うんですが。調べます
と、ヘリコバクター・ピロ

査しています。最近
は内視鏡治療が大変
盛んで、偶発症が増
えてきます。スクリ
ーニングに非常に近
いだろうと思うのが
生検を含む観察のみ
の検査です。要する
に単なる普通の検査

　日本胃がん予知・診断・治
療研究機構の胃がんリスク
検診は、Ａ群「症状が無け
れば内視鏡検査を受ける必
要が無い」、Ｂ群「３年に１
回の内視鏡検査を受ける」、
Ｃ群「２年に１回の内視鏡
検査を受ける」、Ｄ群「逐
年の内視鏡検査を受ける」。
これで本当にいいのか、や
はりエビデンスが必要でし
ょう。

で、救命価値が高いがんが
多い。発見率は低いけれど
も実際に発見される症例は
６割近くがＣ群です。Ｄ群
は、確かに発見率は高い
が、平均70歳の高齢者で、
早期がんで高分化型のが
ん。本当に生命予後に影響
を与えるのでしょうか。発
見率は高いけれども、過剰
診断が増える可能性もあり
ます。

検診の対象を適切に選ぶには？

渋
谷
氏
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ても非常に有効なワクチン
ではありますが、費用対効
果、効率の点から考える
と、感染する前に打った方
がよいだろうということな
のです。
　正常な子宮頸部の細胞に
HPVが感染しても細胞性
免疫によって90％の人は
２年以内に排除されます。
多くの女性がHPVに一度
は感染しますが、ほとんど
は治る。軽度異形成は、が
んに進行するのが１％ぐら
い。つまり、治療は不要
で、経過観察だけでいいん
です。

　年齢とHPV感染を見て
いきますと、15歳から20
歳ぐらい、セクシュアルデ
ビューしたての女の子たち
は約半分がHPVに感染し
ています。HPV感染はこ
の世代にとっては当たり
前のことです。30歳以降
になると、先ほど説明しま
したように大体10％が感
染していて、前がん病変や
子宮頸がんは20代後半か
ら起きてきます。HPV感
染予防ワクチンが公費助成
で接種されているのが中学
生から高校１年生が中心と
いうのは、実は大人に打っ

全ての女性に受けていただ
きたいのです。
　１万人の女性がいるとし
ます。HPV感染は、大人
の女性だと約10%です。そ
の中の約10%が軽度病変、
これは異形成、つまり前が
ん病変です。そのうちの
10%が高度病変、高度異形
成、上皮内がんになり、う
ち10%、１人が浸潤がんに
なる。５年から10年以上
で、ハイリスクのHPV感
染があった人の中からがん
が発生する。ほかに環境と
か、がん抑制遺伝子、染色
体の変化ということもあり
ますが、こういう割合でが
んが発生していきます。

ってお聞きいただければ非
常にわかりやすいかと思い
ます。
　まず子宮頸がんについて
お話をさせていただきま
す。

　子宮頸がんは基本的に
ヒトパピローマウイルス
（HPV）が持続感染するこ
とで起こる病気です。原
因のほぼ99%がHPV感染
です。子宮頸がんの中で
ややまれな腺がんも93%は
HPVが原因です。ほかに
肛門がんの90%、陰茎や
外陰がんの50%、それか
ら、中咽頭がん。かつてヘ
ビースモーカーやヘビード
ランカーによくみられる
がんでしたが、最近は60%
がHPV感染によるとされ、
スモーカーの減少とともに
HPV感染が注目されてい
ます。
　HPVに感染するのは、

　今野　よろしくお願いい
たします。先ほどの秋月さ
んのご講演の後半、がん検
診のあり方に関する検討会
での子宮頸がんに関する議
論のレビューがとてもすば
らしくて、あの続きだと思

「子宮頸がん検診はHPV検査の時代へ日
米の最新子宮頸がん検診勧告のポイント」

子宮頸がんの原因はほぼ99％がHPV感染

HPV感染は当たり前のこと

利益、とりわけ偶発症への
対応をどうするかというこ
とを、学会もそうですけれ
ども、日本対がん協会グル
ープとしても考えていかな
ければいけない時期にきて
いるのではないでしょう
か。ありがとうございまし
た。（拍手）
　――　渋谷先生、ありが
とうございます。胃がん検
診は非常に歴史がありま
す。Ｘ線検査という、いわ
ゆるゴールデンスタンダー
ドな方法にもいろいろと問
題があります。一方で新し
い検診の手法になるのでは
ないかと期待される方法も
実は非常に課題が多い。そ
ういった課題を分かりやす
く説明していただきまし
た。後ほどのディスカッシ
ョンでいろいろと議論を深
めたいと思います。
　それでは続きまして、子
宮頸がんの検診につきまし
て、自治医科大学附属さい
たま医療センターの今野先
生にお話ししていただきま
す。今野先生には日本対が
ん協会の子宮頸がん検診に
ついて検討するワーキング
グループの座長をお願いし
ております。

そうすると、胃Ｘ線検
査は高齢者には合併症が多
いから、内視鏡検査をと安
易に誘導していいんでしょ
うか。しかも、胃がん内視
鏡検診はまだ有効性が証明
されていないという問題も
あります。慎重に検討され
るべき問題だと思います。
　胃がん検診の現状と課
題。一つは、受診者の固定
化・高齢化です。年齢の上
限も、今後議論されるべき
問題でしょう。偶発症も含
めて、メリットよりもデメ
リットが多くなる可能性が
あるということです。
受診率をどうやって上

げるか。精度管理の不備を
何とかしなければいけな
い。さらに、どのようにす
ればABC分類に基づく胃
がん検診が検診現場に応用
できるのか、応用すべきな
のかどうかも含めた検討が
欠かせなない。まだまだ解
決すべき問題が少なくあり
ません。日本消化器がん検
診学会でも、これについて
附置研究会をつくって検討
中ですので、２～３年のう
ちには結論が出るのではな
いかと思っています。
　最後に、胃がん検診の不

安易な内視鏡検査への誘導は問題

視鏡検査の偶発症による
死亡例の多くは高齢者で、
死亡率はＸ線検査の10倍、
ということになります。

率はＸ線の10倍ぐらいだ
と考えられます。その死亡
例のほとんどが70歳以上
の高齢者です。つまり、内

基本的に当たり前の
ことなんです。私た
ち全員が母親から生
まれています。つま
り全ての母親たち
はHPVに感染する
機会があったという
ことです。だからこ
そ、子宮頸がん検診
もHPVワクチンも

今
野
氏
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ダ）94、（日本）91。細胞診
の感度では、（イタリア）
74、（カナダ）55で、日本
は86。これは多分、とて
もいい条件で私たちができ
たので、実際には70とい
うところもたくさんあると
思うのですが、感度は細胞
診よりもHPV検査の方が
120%以上いいだろうと思
います。特異度は２～３%
落ちる。併用すると見落と

せんが、費用を安くできる
という、検診向けに開発さ
れたキットです。
　CIN2（中等度異形成）を
診断する細胞診の感度は、
海外のデータでは非常にば
らつきがあります。だいた
い54%ぐらい。細胞診の感
度は実はあまりよくはあり
ません。しかも、ばらつき
が大きい。私も細胞診の専
門家ですのでじくじたる思
いがありますが、これは事
実です。
　HPV検査はCIN2に関す
る感度は94%。大きな特徴
は、いろいろな国で差がな
いことです。通常の臨床検
査で行われる検査ですか
ら、Ａ病院でもＢ病院で
も、ほとんど差がない。再
現性に非常に信頼度が置け
ます。

ウゼン先生がHPV16をク
ローニングして2008年に
ノーベル医学生理学賞を受
賞しています。そしてイア
ン・フレイザー先生がワク
チンを開発しました。
　子宮頸がん検診のエンド
ポイントが、ほかのがんと
変わってきています。ほか
のがんでは、一般的には死
亡率減少がエンドポイント
です。子宮頸がんの場合

　感度と特異度が非常に重
要で、イタリア、カナダ、
日本の結果を説明します。
さっき秋月さんが日本のデ
ータが少ないとご指摘され
ました。そうおっしゃる方
もいるのですが日本のデー
タもちゃんとあります。
　イタリア、カナダ、日本
でHPV検査の感度は95%
ぐらい。特異度に関して
は、（イタリア）93、（カナ

　細胞診は、先ほど申しま
したように、50年以上使
われてきた方法で、WHO
の国際がん研究機関（ＩＡ
ＲＣ）は、「子宮頸がんの発
生と死亡率を減少させた
（has	reduced）十分な根拠
がある」という表現をして
います。
　HPV検査は2004年の段
階で既に、「子宮頸がんの
発生と死亡率を減少させる
（can	 reduce）十分な根拠
がある」という言い方にな
っています。
　世界中で最も多く使われ
ているHPV検査が、ハイ
ブリッドキャプチャー2で
す。13種類のハイリスク
型HPVのいずれかに感染
していると陽性になりま
す。どの型かという細かい
検査をするわけではありま

は、今行われている細胞診
はすでに浸潤がんを減らす
ことを目的にしています。
CIN2、中等度異形成です
が、これらを管理し、高度
異形成や上皮内がんであれ
ば治療する。女性のQOL
と妊孕能（妊娠する働き）の
維持が子宮頸がん検診のエ
ンドポイントとなっており
ます。

　子宮頸がんの発生を抑え
ることが大事で、そのため
に、がんの登録、検診登
録、ワクチン登録を行い、
それらをリンクさせること
がWHO（世界保健機構）を
はじめ世界中の共通の認識
で、子宮頸がん征圧の最も
重要な課題として取り組ま
れつつあります。

　予防医学、公衆衛生とい
う観点で非常に重要な二つ
のツール、ワクチンと検診
が使えるようになったこと
が、子宮頸がん対策の大き
なアドバンテージです。
　1920年代からパパニコ
ロウ先生が細胞診の基礎を
報告し、1950年ごろから
がん検診として使われ、二
次予防になっていました。
1983年にドイツのツア・ハ

ワクチンと検診
予防医学の重要なツール

細胞診・発生と死亡率を減少させた
HPVテスト・発生と死亡率を減少させる

HPVテストの感度は95%
併用で防げる見落とし

マル（Episomal）という形
で存在しています。
　これが持続感染になる
と、丸いリング状のHPV
のうち、E6、E7という断
片がヒトの遺伝子に組み込
まれて存在するようになり
ます。
　E6、E7は、がん抑制遺
伝子として非常に重要な
p53とかRbたんぱく質を
不活化します。つまり、Ｈ
ＰＶの感染は、がんに向か
ってアクセルをどんどん吹
かし、ブレーキをだめにす
るということなのです。非
常にクリアにがん化のメカ
ニズムが解明されているわ
けです。

　大事なのは、20歳代は、
感染はしていても発病して
いない人がほとんどだとい
うことです。この世代に
HPV検査をしてはいけな
い。弊害が起きます。若い
女性たちにはHPV検査を
用いた検診は必要ない。こ
こがちょっとわかりづら
い。ご理解いただきたいと
思います。
　なぜHPVに感染すると
がんになるのでしょうか。
私たちの細胞の核の中に遺
伝子があります。HPVに
一過性感染し、軽度異形成
と言われる細胞では、ヒト
の遺伝子とは別に、丸いリ
ング状のHPVはエピゾー

20代へのHPV検査は不要

受けていない人たちが多
い。今、日本で浸潤がんに
なっている人の８割は検診
未受診者の方々です。
　HPVに感染してもほと
んどは排除されます。自覚
症状は全くありません。細
胞学的変化を起こすのも
10%です。つまり、HPV
検査は、がんに進行しな
い、一過性の感染など、非
常に多くの感染を見つけて
しまいます。

　現状の子宮頸がん検診で
は、細胞診で軽度異形成以
上をみています。そして、
中等度異形成から、高度異
形成、上皮内がんに進行す
るケースが治療の対象にな
ります。円錐切除という、
子宮を取るのではなく子宮
頸部だけを円錐状に切り取
ります。その後の妊娠・分
娩も可能です。
　一般的な浸潤がんになる
人は、基本的にがん検診を

浸潤がんになった人の８割は検診の未受診者
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方法とともに、将来のこと
を考えるために医学経済学
的な根拠を判断する必要が
あります。
　そのときに使われるのが
モデリングです。過去・現
在のデータ、疫学のデータ
をもとにシミュレーション
して、効率的な医療経済学
的な判断をし、政策決定の
根拠とする。非常に重要な
考え方として世界で使われ
ています。
　ワクチンの導入もまさし
くこれによって、ワクチン
を使った場合にどれだけ患
者を減らし、税金の投入と
その後に得られるメリット
とのバランスがとれるかと
いうことで判断されている
わけです。

　私たちは６年前からこの
研究を続け、今年の日本癌
学会と12月の国際学会で
発表します。CIN3以上は、
HPVテストと細胞診がマ
イナスの場合には６年後で
0.6%しか上皮内がんが発
生しない。今は細胞診マイ
ナスだと異常なしですが、
その中にはHPVプラスが
含まれ、その人たちからは
6.9%発生するということ
になります。
　有効性評価に基づく子宮
頸がん検診の検証という点
に関し、細胞診がいいとい
うことには全く議論の余地
がありません。私たちは新
規の技術を導入するため
に、疫学という、過去の事
実をもとに医学的臨床的根
拠としてきたデータの解析

　共通しているのは、20
歳あるいは21歳未満には、
がん検診は推奨しないとい
う点です。細胞診も推奨し
ない。20歳未満でのがん
の発症は非常に少ない。Ｈ
ＰＶに感染してから５年、
10年、15年たたないとが
んが発生しないのですか
ら、その理論と疫学的なデ
ータをもとに提示されたの
です。
　実際に５年から10年間、
フォローアップしますと、
HPVがネガティブだった
人ではがんの発生が１%以
下です。ポジティブだった
人は７%ぐらい。だから５
年あけても大丈夫というこ
とになるわけです。

アメリカのリコメンデーシ
ョンの考えに賛成するとこ
ろが大きかったので、ＨＰ

Ｖ検査と細胞診の併用検診
は30歳以上の女性に推奨
するとしました。両方とも
陰性の場合は３年後の受診
でよいと提示しました。
30歳未満の女性は一過性
感染が多いので、HPV検
査はすべきではなく、細胞
診を行う。
　今年３月に、アメリカの
四つの団体からリコメンデ
ーションが出ました。その
内容は、医会の３年間隔検
診による併用と非常に似て
いますが、違っているの
は、５年間隔検診でよいと
いうことです。どうしても
細胞診をやりたいなら３年
検診でそれを許容していま
す。

　私たち日本産婦人科医会
では昨年11月にリコメン
デーションを出しました。

用を削減し、HPVワクチ
ンが普及した時代の、子宮
頸部病変が減少してきた際
の準備にも適当である。
　今15歳でワクチンを受
けている子どもたちが15
年、20年後になった時に、
がんの発生が減少する。細
胞診異常の出現率も非常に
減っていくわけで、そのと
きの対応も今から考えてい
く必要があります。
　アメリカ産婦人科学会は
2002年、細胞診とHPV検
査を併用した場合には病変
の見逃しは1000分の１で
あると言い、2009年に両
者の併用で陰性の場合、６
年後に上皮内がん以上とな
る確率は0.28%で、検診間
隔は３年にすることができ
ると言っていました。

　WHOの検診の責任者、
ドクター・サンカラナラヤ
ナン（Rengaswamy	 	San
karanarayanan）は、検診
は70%以上の受診率が必須
だと勧めています。日本は
まだちょっとだめです。結
果が陽性の場合、ちゃんと
精密検査・治療を受ける。
大事なことは、頻回に検診
を受けるよりも、よい精度
で、検診間隔はなるべくあ
けた方がいい。実際にフィ
ンランドやイギリスは５年
です。
　検診にHPV検査を入れ、
客観性あるいは再現性、感
度と陰性反応適中度が高い
ことを根拠に、検診間隔を
５年以上に延ばすことがで
きる。学会や臨床試験のレ
ベルでは可能だと証明され
ています。それによって費

解析、ヘルステクノロジー
アセスメントが非常に重要
です。厚労省のがん検診の
あり方に関する検討会のメ
ンバーにも医療経済の専門
家がいらっしゃいます。厚
労省が目指している方向
が、世界の動きと同調して
きたということかと思いま
す。

しがなくなるということが
大きなメリットです。
　HPV検査併用検診のメ
リットですが、HPV検査
は非常に感度がよい、特異
度が少し悪い。感度がよい
ことで、CIN3（高度異形
成）以上、上皮内がんの発
見精度が上がる。ただ特異
度が悪いので、どうやって
検診間隔の延長
フィンランドや英国は５年

産婦人科医会がリコメンデーション

日本のデータを国際学会で発表へ

特異度を上げるか。
ここで重要なのがア
ルゴリズム、つまり
運用の開発です。一
方、過剰診断、弊害
をどうやって減らす
か。年齢の制限。
　費用対効果につい
ては、モデリング、
あるいは医療経済の

コメンデーションを出した
際、人生の長さと、精密検
査（コルポスコピー）の回数
を検討しました。検診をし

　今年３月にUSPSTF
（Ｕ.Ｓ.	 preventive	 Ser
vices	Task	Force）が５年
間隔の検診を内容とするリ

人生の長さと精密検査の回数を比較検討

今
野
氏
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ているがん検診のごく一部
を見ているにすぎないとい
うことになります。ほとん
どの先生方は地域の検診に
携わっていらっしゃるのだ

　松田　福井県健康管理協
会の松田です。私がお話し
するのは、これまでお話し
された３人の先生とは全く
違った立場になろうかと思
います。それは何か
というと、がん検診
が実際に日本でどう
行われているのか、
ということです。
　先ほど秋月課長補
佐がお話しになっ
た、厚生労働省の統
計等ですが、実はそ
れは、日本で行われ

「新しいがん検診のあり方　地域・職域に
おけるがん検診の問題点を踏まえて」

を５割、８割と、欧米並み
にしたときに、そういう心
配は全く消えてしまいま
す。それが本質的な方向性
かと思います。

す。アメリカのリコメンデ
ーションの根拠としていず
れかがよいということにな
っていて、現状ではアメリ
カでは５年置きを、日本産
婦人科医会は３年置きを勧
めている状況です。
　HPV検査の方法ですが、
今ネットで検索しますと、
世界中で140のキットが上
がってきます。全てがいい
というわけではなく、適当
な感度、検査の標準化が求
められます。

い。無駄な検査はしたくな
い。費用は安いほうがい
い。行政側はコストを下げ
たい。細胞診従事者も、意
味のない検診をたくさんや
るのではなく、意味のある
ことをやりたい。そういう
ことで、winwinの状況を
入れていくということが必
要だと思います。
　（検診間隔が延びて）受診
者が減ると産婦人科の収入

　少しお金の話を。検診受
診率が10%という市町村が
たくさんあります。50%に
すると費用は当たり前です
が５倍になります。その費
用に自治体が耐えられる
か、そして、それだけの検
診をこなすマンパワーがあ
るか。
　マルコフモデルというモ
デルで医療経済のモデリン
グをしてみますと、従来の
細胞診による毎年検診に比
べて、隔年検診では費用は
約50%になります。細胞診
とHPV検査の併用は、両
方異常なしの人たちは３年
後の検診になります。

を非常に細かくご説明いた
だきました。HPVの感染
から子宮頸がん発生までの
メカニズムの中で、どうい
うふうに検診を組み合わせ
ていくかということもご理
解いただけたのではないか
と思います。
　続きまして、厚労省のが
ん検診のあり方に関する検
討会のメンバーでもいらっ
しゃる、福井県健康管理協
会の松田先生から大腸がん
検診のことをお話しいただ
きます。これは新しい制
度、仕組みを導入したとき
に一体どういうことが起き
るかということのモデルと
いいますか、本当に考えて
いかなければいけない部分
がはっきり示されていると
思います。それでは松田先
生、よろしくお願いいたし
ます。

が減るんじゃないか、細胞
検査士が雇用を失うんじゃ
ないかと心配される人がい
ます。今、日本の検診受診
率は２割程度ですが、これ

ないと人生は短くなり、細
胞診だけを５年間隔検診で
やったとすると人生が少し
延びます。21歳から毎年、
細胞診をすると人生は延び
ますが、精密検査も増え
る。つまり無用な検査をし
ているということになりま
す。
　併用検診で３年置きと５
年置きを比べると、ほぼ同
じぐらい人生を延ばす。３
年置き検診の方は精密検査
が若干増えるけれども、病
変自体はちゃんと見つけま

　こういうケースが95%を
占め、費用は現行の隔年検
診とあまり変わらない。ポ
イントは、見落としがゼロ
だということです。実際に
島根県では、併用検診を始
めて以来、１人の病変を発
見する検出単価が36%減少
したと示されています。
　受診者が急にたくさん来
ても、検診し切れない。一
方で女性たちは安心を得た

　ハイブリッドキャプチャ
ー2は、１回の検査で5000
個のHPVがあると陽性に
なります。PCRだと感度
を上げることができ、ＨＰ
Ｖが10個とか50個とか、
ごくごくわずかしか存在せ
ずに、病変をつくっていな
いものも陽性とすることが
できます。しかし、無意味
な精密検査の増加につなが
ります。
　適当な感度の悪さという
落としどころが考慮されて
いるのがハイブリッドキャ
プチャー2です。現状では
これが望ましいと、アメリ
カのFDAや、USPSTFも
言っています。

　若いうちにワクチンを打
ち、20歳代は細胞診、30
歳以降は細胞診とHPV検
査併用検診ということで、
日本産婦人科医会としては
現状では３年間隔をお勧め
しております。それから、
アメリカは５年。ヨーロッ
パでは、HPV検査を最初
にやり、その後に細胞診を
やるということを言い始め
て、オランダがこれを始め
ます。そちらのほうが経済
性はよい。ただ、がんの減
少効果というのは日本型の
ほうが、検診受診率さえ上
がれば、恐らく非常に望ま
しいというふうに考えま
す。ご清聴、ありがとうご
ざいました。（拍手）
　――　今野先生、どうも
ありがとうございました。
HPV検査を導入するに当
たってはどのように考えて
いったらいいかということ

HPVテストの標準はハイブリッドキャプチャー２

ワクチン・細胞診・HPVテストの連携を

併用検診でも現行とさほど変わらない費用

松
田
氏
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がん検診を受けていない。
一方、高所得者はがん検診
を受けている。これはその
通りと思いますが、一方
で、共済組合、例えば公務
員たちはがん検診を受ける
のが当たり前で、がん検診
を提供される環境にある。
一方、中小零細企業の人た
ち、自営業の方たちは、が
ん検診がなかなか提供され
ていない。ですから、どん
な職業であってもがん検診
が受けられるような体制を
つくらないといけないと思
います。

個別検診が始まりました。
そうしますと、市や町の検
診は着実に増えています。
2011年からは無料クーポ
ン券が配られ、さらに受診
者が増えています。こうい
う数字を見ると、大腸がん
検診受診率が非常に増えて
いると思うのですが、市や
町の検診受診者が増えてい
る一方で、実は職域検診の
受診者が減っている。市や
町の検診はプラス6000人、
職域で行われている検診は
マイナス6000人、合わせ
ると増減はゼロになりま
す。

　この無料クーポン券の効
果はどうだったのか。実
は、受診者の増加にはつな
がっていなくて、ただ受診
形態がシフトしているにす
ぎない。これは私が以前か
ら指摘している通りなので
すが、そんな実態が明らか
になった。無料クーポンに
効果があるかどうかという
のは、クーポン券の利用率
云々ではなく、全体を把握
する仕組みがないと分から
ない、ということです。
　こういう新聞記事が出ま
した。所得が低い人たちは

　今年の数字で一つだけ注
目してほしいものがありま
す。
　私は大腸がん検診が専門
なのですが、職域の大腸が
ん検診受診率がマイナス
2.6%。地域ではプラス３
%。私たちが目にしている
数字を見ると、市や町の受
診率は増えている。ですが
一方で減っているものがあ
る。合わせると27.3%。ち
なみに、福井県内のがん検
診受診率は31%という状況
です。肺がん検診は50%を
超えています。
　大腸がんでは2010年か
ら福井県内で一元的に行う

がん種によっては受診率に
かなり違いがあるというこ
とがわかっています。
　全数調査は４年前から福
井県で行っています。2011
年を前年と比較してみま
す。まず地域、市や町で行
っている検診、それから就
労者が受けているがん検診
です。
　乳がん、子宮頸がん、女
性のがん検診は職域であま
り行われていないかと思い
ます。ただ、職域では毎年
受けている方もいますし、
２年に１回という方もいま
すので、もう少し数字が高

い、たくさん提供されてい
る。

検診が行われているのか、
今後、我々はどうしなけれ
ばいけないかということを
考えてみたいと思います。

すとほとんど同じです。似
通った数字で、福井のほう
が多少高いという状況です
が、福井県では、市や町の
検診は私どもがほぼ独占的
に100%行っています。そ
れ以外に、県内の全ての医
療機関で行われている検診
−人間ドックとか、福
利厚生の目的で行われてい
る医療機関での検診を全て
足し合わせます。そうして
出てきた数字ですが、40
歳以上もしくは20歳以上
の福井県民のがん検診受診
率を見てみます。
　乳がん、子宮頸がんにつ
いては、隔年検診が地域で
行われておりますので、単
純な比較はできない。恐ら
く似通った数字かと思いま
すが、とても大きな違いの
ある検診もあります。

　それは何か、肺がん検診
です。肺がん検診は実際に
は受けているのですが、ア
ンケートでは「肺がん検診
を受けたと思っていない」
人が多いのではないか。一
方、胃がん検診は受けては
いないのですが、「私はた
くさん受けている」と答え
る。例えば有症状での胃の
内視鏡、もしくはポリープ
や潰瘍のフォローアップと
いうものをがん検診と答え
ている可能性があります。
大腸がん検診はあまり違い
がない。今、我々が用いて
いる国民生活基礎調査は、

くなる可能性があると思い
ます。概して職域のほう
が、がん検診の受診率は高

と思いますが、日本のがん
検診を考える際に、数字に
なって表れない職域も考え
合わせる必要があります。
地域・職域においてどんな

　新しいがん検診と言って
も、検診の方法でもあるで
しょうし、検診体制のこと
もあろうかと思います。職
域を含めた正確ながん検診
受診率を把握できていない
ということもありますが、
それでもなお、恐らく受診
率は低いのだろうというこ
とは想像がつきます。
　現行の体制では十分な数
のがん検診が提供できない
んじゃないか。市民が受け
たい検診と、我々が市区町
村のがん検診という形で行
うがん検診の間にギャップ
があるんじゃないか。もっ
と精度の高い、HPVテス
トのような検査法があるか
らなのか。そういうことを
考えてみたいと思います。
　2010年の国民生活基礎
調査のがん検診受診率を、
全国と福井を比較してみま

把握できていない正確ながん検診受診率

実態を表さないアンケートによる受診率

職域が減って地域で増えた大腸がん検診の受診者

無料クーポン券の効果は受診者数全体を把握
しないと分からない

を配ったときに、受診率調
査をぜひやるべきだと思っ
ています。
　受けない理由は様々で
す。一方、クーポンを使わ
ずに受ける人もいる。じゃ
あ、どこで受けたのかとい

　無料クーポン券は基本的
に住民票のある市や町でし
か使えません。ただし、市
や町以外でがん検診を受け
ている人もいます。あるい
は、受けない人もいます。
ですから、無料クーポン券

無料クーポン券に合わせて受診率調査を
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陽性なら内視鏡検査。こう
いった考え方のセットで行
くということが非常に大事
だと思います。
　がん検診は加入する保険
の種類によって、受けられ
る、受けられないというこ
とがあるのは非常に問題で
す。国民生活基礎調査では
受診率を全て把握すること
はできない。ですから、実
態を正確に把握する仕組み
が要ると私は考えていま
す。そしてもう一つ、胃が
んについては、地域ではレ
ントゲンですが、職域、医
療機関で行われている人間
ドックなどでは６割が内視
鏡というギャップがある。
内視鏡検診だけではなく、
HPVテストもそうだと思
いますが、新たな検診法を
導入するに当たっては、本
当にいいのかどうかを事前

方、枚数、部位、あと、ど
んなものを生検するかは統
一しなければいけないと思
いますし、撮ったフィルム
のダブルチェック。こうい
ったものがなされないと、
恐らく現行の検診を凌駕し
ないと思っています。

す。
　ただ一方で、同じく細川
（治）先生は、内視鏡の見逃
しは３年間で22%という数
字を出しています。そし
て、噴門部穹窿部では45.5
％、胃体上部では51.5%
で、進行がんが多い。です
から、内視鏡にも決して見
逃しがないわけではない。
そういうことも押さえてお
かなければいけないと思い
ます。

死亡率が減るわけですが、
内視鏡とＸ線の間には差は
ない。これは両方の選択制
になっている検診だと思い
ます。
　福井県立病院のデータで
すが、対策型胃Ｘ線検診

　胃がん検診については、
先ほど渋谷先生がお話しに
なったように、内視鏡検診
は死亡率減少効果の証拠が
不十分だということで、国
の認める検診法にはなって
いない。
　今、新撮影法によって、
レントゲン技師さんたちは
非常にきれいな写真を撮っ
てくれます。ただし、私は
十数年前からレントゲンは
撮ったことがありません。
恐らく医者には非常にきれ
いな写真は撮れない。技師
がいないところでは撮れな
いですね。読める医者もい
ない。日常診療では専ら内
視鏡ですので、何で内視鏡
でやってはいけないのかと
いう意見がよくあります。
今と同じやり方で何が悪い
という意見がある。それに
対して答えていかなければ
いけない。

　一方、大腸がん検診では
RCT（無作為化比較試験）
が進んでいます。３年前か
らAkita	 studyが進行中
で、４年目に入ったのでし
ょうか。従来の便潜血検査
と、便潜血検査に１回の大
腸内視鏡検査を追加して、
本当に内視鏡検査の追加が
いいのかどうか検証するの
が目的です。ですから当分
の間、大腸がん検診に内視
鏡検査は導入されない。こ
の結果をしっかりと見きわ
めようということになって
いると思います。
　乳がん検診の超音波につ
いても、同じような研究が
進んでいます。ですから、
本当にいいものがこれから
導入されることになるでし
ょう。大腸がんについては
便潜血検査を続ける。た
だ、有症状あるいは便潜血

　内視鏡検診を行うにあた
って、このような留意点が
要ります。偶発症を防ぐた
めには問診が必要でしょう
し、あるいは抗凝固薬を使
っているかどうか、生検を
する際にはこういったこと
を聞く必要がある。撮り

［集団検診・バリウム］と、
任意型検診［県立病院での
内視鏡検診］を比べてみる
と、内視鏡のほうが生存率
がいい。これは死亡率では
ありませんので、必ずしも
証拠にはならないのかもし
れませんが、現時点でわか
っていることは、恐らく内
視鏡はバリウム・Ｘ線より
劣っていないんじゃない
か。すぐれているとは言え
ないのかもしれませんが、
同等ということを思わせま

　内視鏡検診の精度はどう
なのか、死亡率減少効果は
どうなのか。まだ定かな証
拠はありませんが、鳥取の
データがあります。内視鏡
とレントゲンを比べてみる
と、もちろん未受診よりは

　これから検診方法に話を
移します。胃がん、肺が
ん、大腸がん、子宮がん、
乳がんを見てみますと、職
域で行われている検診と地
域で行われている検診には
ギャップがあります。それ
が胃がん検診です。職域、
人間ドック等で行われる検
診は６割が内視鏡検査で
す。一方、地域ではほとん
どがレントゲンです。
　がん検診には利益だけで
はなく不利益があって、利
益が本当に不利益を上回っ
ているのかをきちんと検証
しなければいけません。不
利益は、先ほど出ましたよ
うに、検診自体に伴う事故
とか偶発症とか見逃し、過
剰診断、もう一つは擬陽性
ですね。要精検となったと
きの精神的・肉体的苦痛と
いうことも勘案して、本当
に今の検診がいいのかどう
かを検証する必要がある。

内視鏡検査の精度は？　効果は？

問診、偶発症の予防、ダブルチェック……
内視鏡検診に欠かせない条件整備

大腸がん検診で進む比較試験

がん検診の方法は利益と不利益を勘案

一体どれだけ受け
たのかが把握でき
る。そういう調査
をぜひ実施してい
ただきたい。無料
クーポン券は全て
の人に配られると
いうことに非常に
意味がある。均等
な受診勧奨と全数

うことを書いて返送してい
ただく。そうすると、クー
ポン券を配られた人たちが

把握ということをぜひこれ
から行っていただきたいと
思います。

松
田
氏
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ンス効果を生むことになり
ますね。
　胃がんの検診で、先ほど
渋谷先生からご報告されま
したけれども、今のＸ線の
間接撮影に関しての偶発症
が課題になっています。日
本対がん協会の各地のブロ
ック会議等でも、受診者の
年齢制限とも相まって、偶
発症に関する要望が強まっ
ている感じがします。
　一方、多くの自治体がＸ
線検診を採用している。国
の指針がそう定めている、
Ｘ線検診には科学的な根拠
があるとお答えいただいた
自治体が結構多い。
　科学的な根拠に基づく、
ないしは国の指導にのっと
って検診を進めたい一方
で、偶発症などのこともあ
るので、血液検査など、受診
者の負担が少ない方法をと
りたいという意向が若干う
かがえます。自治体、並びに
検診機関はそういう課題に
直面しています。

　今野　そう言っていただ
いてとてもよかったと思い
ます。従来、がん検診は厚生
省の仕事だったわけです。
だから、労働省サイドのこ
とには手を出せないという
ことがあったと思います。
今は厚生労働省ですから、
労働省管轄の職域とか健康
保険組合でやっているも
の、あるいは人間ドックの
一部などぜひ調べていただ
きたいし、できるのではな
いかと思います。
　ぜひ調べていただきたい
もう一つの理由は、住民検
診で実施するがん検診には
厚労省の指針があります
が、労働省管轄の部分には
ないに等しいので、精度管
理ができているのかどう
か、非常に疑問です。厚生労
働省として調査をしていた
だくことがそれを改善する
一つのきっかけになるので
はないかと思います。
　――　そういうアクショ
ンを国がとっているんだと
いうことが、大きなアナウ

ているんじゃないか
と思います。どうい
う検診項目を受けて
いるのか、定期的で
はないにしても、実
態調査は考えていか
なければいけないと
思います。
　――　ありがとう
ございます。はい、
今野先生。

願いしているのですが、な
かなか実現しません。
　――　いかがですか、秋
月先生。厚労省のがん検診
のあり方に関する検討会で
は、子宮頸がんから議論が
始まり、次には胃がんの検
診を取り上げるとうかがっ
ているんですが、この際、
どういう検診がどういうと
ころで行われているかの実
態調査はいかがでしょう
か。
　秋月　確かにずっとがん
検診の実態を正確に把握す
る仕組みがないということ
は重々承知しているのです
けれども、保険者が実施し
ているがん検診は現在、福
利厚生といった中で実施さ
れているので、報告を義務
づけるといったようなこと
はなかなか難しいのが現状
です。ただ、今は半数ぐら
いの人が職域で検診を受け

　――　それではこれから
「新しいがん検診」をテーマ
にパネルディスカッション
を始めます。会場の皆さん
からのご質問は後ほどお受
けし、一緒に議論をしたい
と思います。
　松田　先ほど秋月先生か
ら、地域保健・健康増進事
業報告以外に、がん検診の
実施状況を把握しようがな
い、そしてもう一つ、それ
にかわるものとして国民生
活基礎調査しかないという
お話をいただきました。職
域を把握するには、保険者
に対する調査だと思いま
す。国保だけじゃなくて健
保についても、がん検診を
少なからずというか、公務
員はほとんどの人たちが受
けていて、その調査を、厚
労省ベースでしていただく
と実態が把握できるのでは
ないでしょうか。前からお

ないと、メリット、デメリ
ットを考えた手法が導入で
きない。導入に当たって
も、やっぱり科学的根拠が
必要であるということが非
常によくわかりましたけれ
ども、非常に難しい課題を
突きつけられたという気も
いたします。後ほど議論を
深めたいと思います。

に検証して、導入してから
も、その精度あるいは効果
を常に検証するという考え
方が大事だと思います。以
上です。ありがとうござい
ました。（拍手）
　――　松田先生、どうも
ありがとうございました。
検診体制について、インフ
ラを本当にきちんと構築し

パネルディスカッション

職域検診の実態を把握する調査の実施を

職域検診の精度管理

偶発症、年齢制限……課題が山積　胃がん検診
　渋谷　偶発症に絡んで、
内視鏡、あるいは検体検査
というか、血液検査の話が
出たと思いますが、それぞ
れは切り離せない問題もあ
ると思います。偶発症を議
論する前に、まず一つの問
題は、Ｘ線自体が、松田先
生からもお話がありました
ように、車検診で専門の技
師が集団でやるＸ線検診は
非常に精度が高いと思いま
す。ところが、都市部では
個別検診が主流ですので受
診率を上げようと思った
ら、それにも対応していか
なければいけません。

　そうなった場合のＸ線と
いうのは、例えばドクター
が撮ったり、あるいは一般
病院の技師で、日ごろ消化
管造影をあまりやっていな
い技師が撮ったりする場
合、その精度はどうなの
か、という問題です。
　一方、内視鏡検査にも問
題があります。非常に精度
がいいのは間違いないので
すが、現実問題、我々は精
密検査で内視鏡を依頼して
いるわけですけれど、Ｘ線
で進行がんが写っているに
もかかわらず、内視鏡で異
常なしということもある。小西マネージャー
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内視鏡は負担が軽いか

は、あとは精密検査だとい
う考えがあるのだろうと思
うのですが、それはおかし
いのではないかと私自身は
思っています。あくまでも
評価であって、スクリーニ
ングはそこから内視鏡でも
いいし、Ｘ線でもいいけ
ど、それを含めて検診で、
そこから先が精密検査だろ
うと思います。ただ実態は
わかっていない。

人たちかも知れない。過剰
診断とか過剰検査の問題が
出てくる。それも含めての
合併症だと考えた場合、血
液検査のほうが安全ですと
いう議論は間違っているん
じゃないでしょうか。
　――　そもそもABCの
リスク評価、検診として見
る場合、どこまでが検診な
んでしょうか。どこから先
が医療行為になるんでしょ
うか。
　渋谷　実はそこがまだグ
レーな部分だろうと思いま
す。実際に各自治体、市町
村によっては、Ｘ線検診と
内視鏡検診を選択方式で実
施しているところが結構あ
ります。Ｘ線も内視鏡も保
険ではなく公費で、検診と
して行われているわけで
す。リスク評価はあくまで
も評価であって、スクリー
ニングはＸ線か内視鏡の選
択制というのが、検診を専
門とする研究者の多くのコ
ンセンサスだろうと思いま
す。もしそうだとすると、

内視鏡検査あるいはＸ線検
査までがスクリーニング
で、例えばバイオプシーと
なったら、そこから保険と
いう考えになるのだろうと
思うのですが、現実には、
血液検査によるものをリス
ク検診と称して……
　――　そこから内視鏡は
保険を使っている？
　渋谷　ABC検診とかリ
スク検診、そこが検診で、
そこでひっかかったもの

　内視鏡はいいのかという
ことですが、実は内視鏡も
やはり、死亡例があるし、
そのほとんどが70歳以上
の高齢者です。しかも結構
多い。今のままで、全て内
視鏡検診を実施すると死亡
例が最大10倍ほど増える
可能性もある。それが今ま
で検診として実施されてい
ないので、実態が見えてい
ないところがあろうかと思
います。
　血液検査にはこういう合
併症がない。でも（リスク
の高い人たちに）内視鏡を
組み合わせれば、結局、偶
発症が出てくる。それは自
治体の管轄じゃないという
ことなのでしょうか。つま
りABC分類をして、内視
鏡で合併症が出ても、それ
は検診ではなく、精密検査
なので自治体の検診の合併
症じゃないからいいんだと
いう議論があります。で
も、それは違うと僕は思う
んですね。本来なら余計な
精密検査をしなくてもいい

一体何を見ているんだと。
そういうレベルの内視鏡検
査もあるわけです。内視鏡
の精度管理もやはり必要だ
と思います。
　内視鏡に関しては（検診
に用いて死亡率減少効果を
示す）エビデンスが必要な
のですが、死亡率減少を指
標に考える場合、これだけ
Ｘ線が広がっている状況で
は、なかなか効果も難しい
可能性があります。例えば
精度で見て、松田先生が指
摘されたように、同等、内
視鏡も劣らないということ
であれば、それでよしとす
るかどうかということに関
してもまだ統一的な見解は

得られていない。実施する
にしても内視鏡の精度管理
の問題がある。
　それから、どの年代まで
を対象にするのか。偶発症
に関するストッピング・エ
イジといいますか、Ｘ線も
70歳を超えると偶発症が
急に増えてきます。80歳
を過ぎてがんが見つかって
も手術しないとか、必ずし
も胃がん検診のメリットが
全員にあるというわけでは
ありません。高齢者の場合
は、がんの発見率は高く、
効率はいいけれども、効果
は少ない、という問題があ
ります。一方、偶発症はど
んどん増えてくる。

Ｘ線、内視鏡の感度は？
う観点からはバリウム・Ｘ
線よりはいいと思います。
ただ、我々が期待している
ほどの感度ではない。
　――　直接目にするわけ
だから、非常にいいという
印象がありますけれども。
　松田　実態は非常にいい
と言えるほどのものではな
く、やはり３年間で２割以
上の見逃しがある。もっと
高い、１年で５割という高
い数字を出しているところ
もあります。今の福井のデ
ータだと、３年で２割、
二十数%の見逃しはやっぱ
りある。バリウム・Ｘ線の
数字を今見てみたら、見逃
しという観点から見ると、
もっと高い。
　――　どれぐらいです
か。
　松田　久道（茂）先生の定
義に沿って2006年にうち
の副所長が出した数字では
感度が62.7。３分の１ぐら
いの見逃しがある。進行し
た症例という言い方をして
も……。翌年に見つかった
ものではなく、検診以外に
見つかったもの、いわゆる
１年以内の中間期で見つか
ったがんとすると、73ぐ
らいに高まります。それで
も４分の１ぐらいは見逃し

　――　実態調査とは別の
問題です。内視鏡とＸ線の
感度の問題です。内視鏡の
感度はわかっていないと考
えていいんでしょうか。松
田先生、いかがですか。
　松田　先ほどご紹介した
のは福井県立病院のデータ
です。精密検査じゃないん
ですけれども、内視鏡検査
で初回には胃がんが見つか
らず、それから３年以内に
見つかったものを仮に見逃
し、偽陰性とすると、22%
と。
　――　それは検診です
か。
　松田　内視鏡検診という
か、内視鏡検査ですね。い
ろいろな形、精密検査もあ
ると思います。もう一つ、
内視鏡精密検査の感度とい
うのを、実は最近、出した
ものがあるんです。大体似
通った数字です。３年の感
度が77.3なので、見逃しは
22.7%。
　――　内視鏡は感度、精
度が非常に高い印象がある
んですけれども、さほどで
もない？
　松田　先ほど、そんなに
違いはないとか、内視鏡は
劣っていないという言い方
をしたのですが、感度とい
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　安田　香川県立がん検診
センターで施設検診と、協
会のほうで間接読影に当た
っている安田（貢）といいま
す。今日はありがとうござ
いました。ABCリスク分
類について、私は基本的に
進めていってほしいと思っ
ています。というのは、合
併症、偶発症の問題です。
リスクのある人に検診をす
る。リスクのある人はある
程度の偶発症という不利益
はありますけれども、リス
クもあります。要するにメ
リットとデメリットのバラ

ンスということで、それは
いいんですが、リスクのな
い人に検診をする場合は不
利益のほうが多くなりま
す。そういう観点から考え
ても、ABC検診、リスク
分類というのは必要だと考
えます。
　渋谷先生がおっしゃって
いました、受診者の固定化
を改善したり、受診率の向
上を目指したりするには、
リスク分類がいいと思いま
す。血液検査にすれば、未
受診者の掘り起こしにつな
がる。リスク分類を導入す

ている。
　渋谷　単純に感度といい
ますと、今までの報告例で
は、大体１年間で見ます
と、Ｘ線は８割ぐらいとい
うデータが多いと思いま
す。ということは、２割、

以内で見ますと、見逃しが
２%とか３%。１桁違いま
す。内視鏡がきちんと行わ
れているところでは感度は
非常に高いと思います。
　ところが、全く精度管理
がなされていないところで
やりますと、見逃し、偽陰
性は10%ぐらいです。それ
でもＸ線よりはいいようだ
と言われる。しかし、その
10%の中に進行がんが３割
ぐらいある。それは恐らく
Ｘ線が当たっていたんじゃ
ないかと思われるわけです
けれども、実際はそういう
データです。
　――　ここで胃がんにつ
いて会場の皆さんからご質
問を受けたいと思います。
ABCとか内視鏡とかＸ線
……。

20%の偽陰性があるという
ことですが、我々のがん登
録を使って厳しく調べます
と、Ｘ線の感度は７割もな
いということで、福井のデ
ータと非常に近い。

　内視鏡検診自体が今まで
あまり多くない。そういう
ことをやっているところ
は、Ｘ線をやっていないだ
ろうし、がん登録もなく、
実は正確なデータがない。
ただ、それは病院のデータ
ですので、つまり内視鏡検
診じゃなくて、例えばおな
かが痛くて内視鏡検査を受
けたというような内視鏡検
査のデータということでお
含みおきいただきたい。
　我々の精密検査、Ｘ線で
ここがひっかかったので診
て下さいということで検査
したデータをもとに、その
後、がんがどれくらい見逃
されていたか、ということ
を調べると、３年で見ると
非常に悪くて、２割、３割
です。ただＸ線の検診は大
体１年以内ですので、１年

存在しない正確なデータ

会場からは「ＡＢＣを進めてほしい」という声も

ると放射線技師さんの仕事
が減るんじゃないかという
意見もありましたけれど
も、それは子宮頸がんの場
合の構図と全く同じで、む
しろ増えると考えておりま
す。
　確かにＡ群の中には既感
染の方もいると思います
が、それはペプシノゲンの
実測値とか、Ｘ線でアレア
を見るとか、学会の附置研
究会で議論していて、２～
３年以内に結論を出したい
と思っていますけれども、
そういうことで解決できる
と思います。未感染の人と
ヘリコバクター・ピロリ既
感染の人、現感染の人とで
は天と地のリスクの違いが
あるので、これはぜひ進め
ていただきたい。
　もう一つは、きょうは議
論されていないのですが、
ヘリコバクター・ピロリの
感染が、子宮頸がんのＨＰ
Ｖ感染と同じように考えら
れる。若いうちに除菌すれ
ばがんの発生をほとんど抑
制できることを、もっと大
きな全体の構図で考えて、
例えば肝がん対策と子宮頸
がん対策と同じようなこと
を胃がん検診に導入できな
いかということを考えてい
るかどうかをお聞きしたい
と思います。
　――　ありがとうござい
ます。今の判断の仕方とし
て、エビデンスベースで物
事を考えていくのか、少し
ずつの報告をもとにコンセ
ンサスを作っていくのか。
日本消化器癌検診学会の動
きは、コンセンサスを作っ
ていこうという動きだと理
解してよろしいでしょう
か。エビデンスは、今のお
話を聞いている限り、決し
てあるようには思えなかっ

たのですが。
　渋谷　安田先生が今、附
置研究会の世話人で、広島
の吉原（正治）先生を代表世
話人に今、ちょうど議論し
ているところだと思いま
す。いわゆるリスク検診と
いった言葉はやめ、ABC
分類あるいはABC評価に
基づく胃がん検診というこ
とで用語は統一されつつあ
るんじゃないか。それをど
ういうふうにがん検診に適
用していくのか。それに関
して今、コンセンサスを得
ようとしていると私は思っ
ています。安田先生、それ
でよろしいですよね。
　安田　ヘリコバクター・
ピロリの除菌も含めた構図
で、どういうふうに胃がん
検診の将来像を描いていく
かということです。
　――　それは除菌を行っ
ていくということで、それ
も胃がん検診の、広い意味
での予防対策という取り組
みということですか。
　安田　そうです。除菌す
れば、まず胃がんの発生が
３分の１に抑制されるとい
うことはわかっています
し、若いうちに除菌すれば
100％近く発生を抑制でき
ます。もしがんがあったと
しても除菌しておけばがん
の増殖の速度は遅くなる。
より検診になじむようにな
るわけですね。全て除菌し
た後も検診を続けるという
ことも含めて考えなければ
いけないと。
　――　わかりました。渋
谷先生、いかがですか。
　渋谷　先生の言っている
こともよく分かるんですけ
れども、とりあえずは除菌
と、除菌となったら、それ
はそれでいろいろな問題が
出てきますね。
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省の研究班で、その時点で
は、細胞診は推奨できるけ
れども、HPVテストはまだ
推奨できないという段階で
した。2008年以降、今年
までにものすごく膨大なデ
ータが出てきました。それ
らを背景に、HPVテストの
導入に対する反対論はなく
なったというのが、この４
年ぐらいの間の動きです。
　まず、若い人に子宮頸が
んが増えている理由は、今
回の対がん協会のアンケー
トにもあったのですが、若
い人のセクシュアル・アク
ティビティが高いから、と

います。子宮頸がんの検診
に関して、先ほど今野先生
から非常に具体的な流れを

いただいたんですけれど
も、まさに今、検討してい
る事項です。指針に盛り込
むかどうかはまだ決まって
いません。
　ただ、子宮頸がんは若い
人に非常に多くて、放置し
ておけない状況だというこ
とで、国内での研究のエビ
デンス、ちょっと意見が分
かれるところではあるんで
すけれども、何らかの対策
を講じるべきではないかと
いうときに、HPV検査に
ついては海外ではそれなり
のエビデンスがそろいつつ
あって、推薦しているよう
な団体もあります。
　ただ、留意すべき点も非
常に幾つもあると思いま
す。そこはまだこれから詰
めていかなければいけな
い。有識者の検討会とか、
あるいは実際にHPV検査
を実施されている人とか、
お話を伺って、実際に行う
場合には、なるべく市町村
が混乱しないように配慮し
て進めていきたいと思って
います。

説明していただきました。
HPVテストについて厚労
省の来年度予算の概算要求
に盛り込まれました。秋月
先生にお聞きしますが、検
診の指針、細胞診を２年に
１回するという。それは今
年度の検討会の議論では、
変えられるのでしょうか。
HPVテストを盛り込むと
か。
　秋月　前回の検討会のと
きに、HPV検査の事業を
来年度の概算要求に盛り込
んだということはお話しさ
せていただいて、その後、
市町村から、指針が変わる
かどうか、ご質問を何件か

ような仕組みはつくれない
でしょうか。
　秋月　胃がんについて
は、内視鏡検査、それから
ピロリ菌の除菌について
も、研究班という形でデー
タを蓄積して、比較してい
ただいているところです。
ただ、研究を始めますと、
結果が出るまでに非常に時
間がかかる。その間に自治
体の中でもいろいろなご事
情があって、内視鏡を盛り
込むこともあると思います
けれども、厚労省としては
研究をきちんと行ってエビ
デンスを構築していきたい
と思っています。

　――　今野先生、いかが
ですか。
　今野　今、秋月さんがお
っしゃったことは、私も本
当に賛成ですし、大事なア
プローチだと思います。研
究者の中で意見の違いがあ
るという表現をされるので
すが、この前の検討会で
も、HPVテストを入れる
のに反対だという意見は全
くない。皆さん、議論の余
地がないと。基本的にはオ
ーケーということです。国
内に反対の向きがあるとい
うのは、2008年だったと
思いますが、いわゆる厚労

　――　胃がんについては
まだまだ議論もあると思い
ますが、次に進めたいと思

　こういう状況を考えます
と、大きな研究チームを作
って、エイヤッで研究して
いくということはできない
でしょうか。秋月先生、い
かがでしょうか。胃がん
は、かなりの検診費用もか
かっているし、治療も、年
間10万人が発症して、５万
人ぐらいが亡くなっている
という、がんの中でも非常
に大きい位置づけを占めて
いる。
　検診においてＸ線とか内
視鏡とか、どちらがすぐれ
ているかという比較でなく
てもいいんですが、恒常的
にデータを積み重ねられる

　――　そのあたりまでの
話は、ちょっと今回は……
　渋谷　年齢はどうするの
か。除菌しても８割ぐらい
しか成功しない。２割の人
はどうするのか。非常に問
題があります。検診と除菌
とは分けて考えるべきだろ
うと思います。もちろん附
置研究会の中では先生のよ
うな意見もあることは承知
していますし、必ずしも先

生の意見が多数ではないと
いうこともまた承知してい
ます。先生のご意見はご意
見として承っておきますけ
れども、私は必ずしもそれ
には賛成しておりません。
　――　わかりました。こ
のテーマについて今回はこ
のあたりで一応区切らせて
いただきたいと思います。
ほかにご質問はございませ
んか。

「大きな研究チームで研究を」

HPVテスト導入自体への反対はない

HPVテストを厚労省が来年度概算要求に盛り込む
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　何よりも足元の産婦人科
医の教育もとても大事とい
うことは言うまでもありま
せん。子宮頸がんはこの
10年ぐらいでものすごく

　――　今、先生がおっし
ゃったことに関連して、日
本対がん協会が自治体を対
象に実施したアンケート
で、HPVテストを行って
いるところは、まだ20ぐ
らいしかなくて、あまりま
だ準備は進んでいないよう
です。このアンケートは８
月に行ったもので、採用す
る予定はない、ないしはわ
からないというところが９
割近くを占めていました。
　それと、現状では細胞診
を２年に１回実施している
ところと、１年に１回とい
うところの数はほぼ拮抗し
ています。ともに47%前後
です。こういう状況で、今
野先生が提示されたアルゴ
リズムがないまま、ＨＰＶ
テストが上乗せされてしま
った場合、毎年、併用検診
になりかねないという心配
があります。過剰検診にな
ってしまう。そういうこと

いろいろなことが変わって
きています。はっきり言っ
て、ついていけないという
方たちがいるのも間違いな
いと思います。ただ10年、

をいかに防ぐか。非常に難
しいんですけれども、いか
がでしょうか。
　今野　いわゆる教育です
し、導入が決まったら、厚
生労働省を初め、対がん協
会の方たちのご尽力、周知
徹底というのが非常に大切
になっていくと思います。
　来年度からほぼ間違いな
く変わるのは、細胞診のク
ラス分類から、ベセスダシ
ステムという分類法への移
行です。これは、日本産婦
人科学会、日本臨床細胞学
会、日本病理学会、それか
らコマーシャルラボ、いわ
ゆる検査会社の協会、団体
さん、それから厚労省には
通知という形で、それから
各自治体、県のがん対策担
当者……ベセスダシステム
の周知徹底が図られるとき
に、こうしたことも入れて
いけば、地区の担当者も理
解できると思います。

いうふうに理解されている
人が多いのですが、それは
間違いなんです。さっきの
秋月さんのデータでもあっ
たように、アメリカやイギ
リスでは子宮頸がんがどん
どん減っている。日本だけ
セクシュアル・アクティビ
ティが高いわけでは決して
なくて、日本では若い人が
がん検診を受けていないか
らです。20歳の受診率は
３%です。30歳代も10%に
行くか行かないかです。で
すから子宮頸がんが増え
る。
　アメリカのUSPSTFの
根拠となった論文では、も
し全然検診がなければ、子
宮頸がんの死亡は増えてい

いわけですが、３年後検診
でよいと、医会は言ってい
ます。
　細胞診が陰性でHPVが
陽性という場合には、１年
後に細胞診とHPV併用検
診にする。だから、自治体
の方は、この人たちには来
年も検診を受けてほしい、
ということを通知していた
だくことになる。私たちが
医会として、あるいは子宮
頸がん征圧をめざす専門家
会議として、お勧めしよう
と考えている内容です。

スダシステムは来年度から
これで統一するようにとい
うことで、日本産婦人科医

保険適応になっている細胞
診分類で、ベセスダシステ
ムという細胞診分類に変わ
っています。その中の
ASCUSというのは、細胞
診で異常か異常じゃない
か、を判断できないという
ものです。これに対して
HPVテストを使って、異
常なしの人は１年後検診、
異常ありの人は精密検査と
する。これは現在、保険診
療上、行われていることで
す。
　今年、細胞診陰性で
HPVテストだけ陽性とい
うのは、来年には消えてし
まう可能性のほうが高いと
いうことです。だから、こ
の人たちにはあえて精密検
査をせずに、１年後検診だ
ということです。

きます。そして、現在のア
メリカの死亡は下がってい
ますが、これは細胞診でい
い。もし３年間検診が徹底
して実施されると下がる。
もし細胞診が毎年検診で徹
底されると、わずかな死亡
しか発生しなくなる。ＨＰ
Ｖテストが陽性か陰性かと
いうのは社会によって少し
違うのですが、何よりも検
診がきちんと行われている
か、行われていないかが、
社会の子宮頸がんの発生や
死亡を決めています。つま
り、若い人の子宮頸がん受
診率が少ないということ
が、今の子宮頸がんの発生
や死亡をふやしている最大
の理由です。

会から厚労省にも通知し、
各団体にも通知していま
す。来年度からはクラス
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴは使わない
ことが基本です。
　その中でいろいろな細胞
診分類があるわけですが、
さっきのASCUSというも
のが出たらHPV検査をす
る。従来あった細胞診の異
常なしの中でHPV検査の
陰性と陽性の二つに分けて
いただければ済みます。両
方陰性について、まだ厚労
省はここまでは決めていな

　これに対して自治体はど
のように集計し、取り組め
ばいいか。ちなみに、ベセ

　もし来年度に事業として
自治体が取り組むことにな
ったときに、自治体が一番
困ってしまうのが検診の間
隔だと思います。併用検診
の場合のデメリットは、Ｈ
ＰＶ検査は特異度が悪いと
いうことで、併用すると特
異度が悪くなるのですが、
特異度を改善するための方
法として、両方陰性の人
−これはほぼ95%です
−の次回検診を３年後
にというのが医会の考え方
で、これを５年後にという
のがアメリカの４団体の考
え方です。
　細胞診マイナスでHPV
陽性という人たちが大体１
～３%いますが、この人た
ちは今年度、精密検査をし
ない。来年、併用の検診を
していただく。昨年度から

ほとんどは細胞診、HPVテストとも「陰性」

自治体の対応は？

産婦人科医の教育も課題

毎年検診の自治体も半数
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20年、日本だけがこのま
まということはとてもでき
ない。一方、ワクチンを受
けた子どもたちがどんどん
大人になっていくわけです
から、それを見据えた、地
域や自治体、検診実施機関
としての対がん協会の取り
組みは重要かと思います。
　――　厚労省の検討会で
松田先生がお話しになって

っています。
　――　わかりました。あ
りがとうございました。今
野先生。
　今野　無料クーポンと一
口に言っても、大腸と子宮
頸がんでは全く違う。子宮
頸がんに関しては職域の検
診が非常に少ない。だか
ら、さっきの松田先生のは
すごくおもしろかったし、
興味深い事実ですけれど
も、子宮頸がんはあの構図
にはなっていないというこ
とを最初にお断りしておき
ます。

リンクすれば、検診を受け
た人と受けない人がどれだ
けがんになるか、ならない
か。さっき松田先生のご講

て、検診無料クーポンが自
分の町でしか使えないのが
現状ではありますが、住民
基本台帳をもとに検診台帳
を作っている自治体が結構
多い。対がん協会とうまく
リンクしているようなとこ
ろは、仮に全部検診登録制
をしなさいと言っても、そ
んなに難しくないところま
で近づきつつあると思いま
す。それと同時に、例えば
HPV併用検診で、ある人
は１年、ある人は３年とい
うようなことが起きたとし
ても、台帳がきちんとして
いれば、コンピュータで自
動的に振り分けるだけのこ
とです。オーストラリアな
どでは、誕生日が来るひと
月前に全部検診勧奨のイン
ビテーションレターが送り
込まれるようになっていま
す。たという形にはなります。

その後も無料クーポンを漫
然と続けていくのか、何か
しら違うものに置きかえて
いくのか、これから検討会
で議論になると思います。
　私の知る限りでは、無料
クーポンは、例えば初回の

　それは誰が担うのかとい
うと、検診機関、今日お集
まりの支部の皆さんのとこ
ろではもちろん把握できて
いると思いますが、案内を
するのは市や町なので、そ
こで全て把握できる体制が
つくられないといけない。
　――　秋月先生、そのあ
たりはいかがですか。松田
先生からのご意見に対し
て、今すぐにこうしますと
答えるのは難しいかもしれ
ないのでしょうけれど、今
後、そういうことも含め
て、がん検診の対策、たぶ
んがん登録とも連動してい
く話だと思うのですが
……。
　秋月　今の時点で、すぐ
に検診について全市町村で
登録制度をつくっていきま
しょうとかというのはなか
なか難しいのかもしれませ
んけれども。
　――　それは十分にわか
ります。

いましたが、この人たちは
３年後ですよ、この人たち
は１年後に来てください、
この人たちはすぐに精密検
査ですというふうになる
と、受診者をきちんと把握
していかなければいけな
い。そのためには登録（レ
ジストリ）が必要じゃない
かとおっしゃっていました
けれども。

方の掘り起こしというか、
一つのきっかけとしてはよ
かったというご意見もあり
ます。今後は個別勧奨のと
ころに今後はもっと力を入
れていくべきじゃないか
と。がんについてまだよく
知らない方とか、若い方と
か、検診に対して不安を持
っている方に対してどう勧
奨していくか。あるいは自
分はまだ若いからがんにか
からないという方に対して
どう勧奨していくか。そう
いうところにもう少し力を
入れていくべきかなという
ふうに、私は個人的には思

　つまり、検診台帳が整備
されていないと、個別勧奨
や徹底した登録ができな
い。仮にがん登録がそれに

　子宮頸がんと乳がんの無
料クーポンが始まったこと
によって、各自治体で検診
台帳をつくらざるを得なく
なりました。それは、国か
ら費用を全額もらう、ある
いは半額もらう上で、この
人は受けている、受けてい
ないということをちゃんと
把握する必要がある。それ
から、今年は例えば30歳
の人、来年は来年の30歳
の人に無料クーポン券を送
る作業をしていく上では、
まさしく秋月さんがおっし
ゃったように、個別勧奨と
同じ作業をしていたことに
なります。ですから、検診
台帳がなければ、もちろん
個別勧奨もできない。検診
無料クーポンの登場で、か
なりの自治体が前向きに取
り組んでいると思います。
　Ａ町とＢ町の連携はなか
なかうまくいっていなく

　秋月　そうですよね。
今、無料クーポン事業をや
っており、さっき松田先生
から、単に職域が移ってい
るだけじゃないかというご
指摘もあったのですが、無
料クーポンがもうすぐ５年
ということで、一応一巡し

　松田　今野先生が今、
HPV検査を導入して、そ
の結果に応じて検診間隔を
変えようとお話しになった
のですが、それはほかのが
ん検診でも同じようなこと
が言えて、検診を受けられ
た方の結果がどうなのか、
誰が受けていないのか、次
の案内をどうするのかとい
うことがしっかり登録され
ないといけないのだと思い
ます。検診の無料クーポン
券にしても、今回のHPV
検査の導入にしても、それ
はがん検診体制を変える非
常にいいきっかけになると
思っています。受診率とか
事業というところからまだ
抜け出ていないので、もう
一歩、そこから抜け出ない
と、やはり変わらない。
回、そういう意味ではいい
きっかけになって、全ての
結果が把握される体制をぜ
ひつくり上げていきたい
と。

無料クーポン券を続けるかどうか

欠かせない検診登録・フォローの仕組み

無料クーポン券は台帳整備のきっかけ

個別勧奨にも必須の台帳
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　今日のHPVはもちろん
そうでしょうし、あとは胃
のリスク検診もそうでしょ
うし、PSA等々、それも
いいかどうかということを
きちんと見きわめて、私の
考えだと、地域であろう
と、職域であろうと、同じ
検診が同じように行われる
ようにしなければいけな
い。ですから職域であれ
ば、さっき今野先生のお話
にあったように、子宮頸が
ん検診といっても、何でも
ありみたいなのは非常にお
かしいと思います。
　ですから、求めに応じる

　松田先生にお伺いします
が、例えば日本対がん協会
グループの中でも、いろい
ろな検診、もちろん対がん
協会グループの各支部の場
合は、受託機関ですので、
委託先からの求めに応じた
形で検診を請けています。
例えば内視鏡であれば内視
鏡、胃の内視鏡検査、並び
にペプシノゲン検査も行っ
ている支部もあれば、ヘリ
コバクター・ピロリとペプ
シノゲンを組み合わせた検
査を行っているところもあ
る。そういったデータをう
まく評価する仕組みをつく
っていくことについて、松
田先生から何かアドバイス
をいただけませんか。

というよりは、今後、どん
な環境であろうときちんと
したものを提供することが
なされなければいけない。
職域に対してもこれからも
っと、学会ベース等できち
んと申し入れをするとか、
例えば精密検査受診率が非
常に低ければ、それを指導
するということがなされな
ければいけないと思いま
す。我々が保険者の求めに
応じてやるということでは
なく、いいものを提供する
というふうにぜひしたい。
　――　ありがとうござい
ます。確かにいろいろと議

　松田　なかなか難しいと
思います。ただ、一つ申し
上げたいのは、今日、私が
お出しした市や町の検診
は、秋月課長補佐がお示し
になった対策型検診、厚労
省の基準というか、その検
診法に従っていますよね。
ただ、職域は実は何でもあ
りで、保険者からの求めに
応じてということになって
いる。今後はそれではいけ
ない。ですから、本来、よ
くないものはよくないとい
うふうに言わないといけな
い、あるいは、それを言え
る材料を持っていないから
私たちが言えないというこ
とでもあると思います。

演でもありましたが、検診
の事前の評価、事後の評価
につながっていきます。ワ
クチンの場合には、オース
トラリアでは既にワクチン
登録と検診登録がリンクし
ていたために、ワクチンを
打って５年たった若い女の
子たちでは異形成の出現が
激減しているというデータ
が出ています。
　HPV検診が入って、間
隔が複雑だからだめだよと
言ってとまるのではなく、
この機会を利用して、対が
ん協会と自治体が一緒に乗
り越えていくというステッ
プにすればいいんじゃない
かなと考えています。
　――　そうですね。人に
よって、例えば今回受けた
ら３年後だったけれども、
その次は１年後になるかも
しれない。その次はまた３
年後になるかもしれない。
そういうこともあり得るわ
けですよね。そういうこと
はもちろんご本人にきちん
と理解してもらわなければ

検診のことにしろ、やっぱ
りローカルデータがない
と、その地域の検診体制、
ないしはどういう手法がふ
さわしいのかということに
はなかなか取り組めないの
ではないかという議論が出
ていたかと思います。

んだん出てくると思いま
す。
　もう一つは、日本産婦人
科医会としては今年、医会
の事業として、全ての都道
府県に専門家が行って、ベ
セスダシステムとHPV検
査とHPVワクチンの講習
会を行うという企画を立て
て、今年度の後半、それを
行います。征圧会議では、
既に取り組んでいますけれ
ども、10ぐらいの自治体
で、今日お話ししたような
内容を説明してご理解いた
だくということを行ってい
ます。
　――　ありがとうござい
ます。検討会などでも非常

いけないですが、今回、新
聞報道等もあり、自治体の
保健師さんとかからも対が
ん協会のほうに結構問い合
わせがあって、HPVテス
トの要精検率はどれぐらい
でしょうかといった問い合
わせもあるんですね。
　対がん協会としては、も
ちろん年末の予定かどう
か、予算編成等もにらみな
がら、年明け以降、来年度
から導入というところも出
てくるという想定のもと研
修を行っていかなければい
けないと考えています。そ
ういったときに医会とかの
ご協力を得られるかどう
か。もちろん医会の先生方
にも知ってもらわなければ
いけないということもある
かもしれませんけれども、
先生、いかがでしょうか。
　今野　HPVの要精検率
はどれぐらいかと。要精検
というのは、陽性率です
ね。
　――　質問は要精密検査
率でした。

に議論がよく出ている、ロ
ーカルデータ、日本のデー
タですね。WHOなどもロ
ーカルデータを非常に重要
視すると。ワールドワイド
のデータというのももちろ
ん参考にしなければいけな
いけれども、HPVテスト
にしろ、先ほどの胃がんの

　今野　HPVが陽性だか
らといって精密検査には行
かない。それはさっき提示
したとおりです。実際に対
がん協会と私どもの大学で
今、一部共同の臨床試験を
やっていますけれども、岩
手県でそのデータは非常に
きれいに出ています。例え
ば20歳代ではHPV陽性率
が12%です。この人たちは
ほとんど細胞診異常はな
い。細胞診異常があったの
は３%だけで、残りの９%
は全く異常がないとすべき
なのです。つまり、日本で
もそういうデータもちゃん
と提示できるような準備を
今しています。ほかにもだ

対がん協会の研究　岩手県支部で興味深いデータ

対がん協会でデータ集積を

いいものを提供するのが検診機関の役目
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論のあるところであり、皆
さんにも隔靴掻痒感がある
かと思うのですけれども、
基本的に「これによるとこ
ういうことだから、こうし
よう」というデータがない
ことのもどかしさがあろう
かと思います。
　胃がんと子宮頸がんをあ
わせて、こういうところを
もうちょっと議論したほう
がいいんじゃないかといっ
たご意見も含め、会場の皆
さんからご意見等はござい
ませんでしょうか。
　藤田　香川県総合健診協
会の藤田（純子）です。今日
は大変貴重なお話をありが
とうございました。これか
らのがん検診については、
働き盛りの方々の検診が非
常に重要というふうに感じ
ました。働いている方々の
職域の検診に対して、ぜひ
力をたくさん入れていただ
きたいと思いました。受診
者の把握についてもお願い
したいと思います。
　もう１点、「有効性評価
に基づく肺がん検診ガイド
ライン」というものが平成
18年に出されたと思いま
すが、その中では、2011
年に新たな検診方法の検討
や再評価を行うというふう
に書いてありました。今
回、肺がん検診のことは触
れられていなかったのです
が、ぜひそのことについて
また進めていきたいという
ふうに思います。
　――　ありがとうござい
ます。このたびは香川県支
部の皆さんには本当にお世
話になり、ありがとうござ
います。肺がん検診に関し
ても、近い将来、日本対が
ん協会のがん検診の委員会
並びにワーキングチームを
つくって、ぜひ検討を進め

もともと厚生労働省の検診
の研究班も率いていらっし
ゃって、今日の議論を聞い
ていただき、こういう点を
もっと議論しろというご指
摘をいただければ非常に助
かります。

とか、そういうところが注
目されて、がんの研究など
も今、何十億というお金を
要求しているところなんで
す。確かにがん患者さんに
とってみれば当然、手術が
あって、放射線療法があっ
て、化学療法、薬が最後の

に不足というか偏在してい
ますので、対がん協会のア
ンケートにお答えいただい
た８割ぐらいで検診に何ら
かの支障が出ている。予定
していた検診ができなかっ
たり、検診日数を制限した
り、受診者数まで制限して
いると。何とか解決してい
かなければいけないと考え
ております。
　最後に先生方に、受診率
のことも含め、がん検診の
手法のことも含め、一言ず
つコメントをいただきたい
と思います。秋月先生か
ら。

ら、検討会が進んでいると
いうことは大変結構なこと
ですし、さらに、今日、ま
だ十分に議論されていない
問題がいろいろありますの
で、それをぜひ厚生労働省
でも、対がん協会でも深め
ていただければと思いま
す。今日は大変おもしろく
聞かせていただきました。
ありがとうございます。

ていかなければいけない問
題だと思っております。先
ほどおっしゃったのは厚生
労働省の研究班のレポート
だと思うのですけれども、
そこでは、別に批判するわ
けではないんですけれど
も、こういったことが必要
だと書かれていながら、な
かなか次に進まないという
ところもあります。
　ですから、日本対がん協
会としては、先ほど今野先
生にも少し紹介していただ
きましたように、HPVテス
トの臨床研究事業も2010
年度から行っています。幾
つかの支部の皆さんにもご
協力いただいておりますけ
れども、がん検診を行う団
体として、科学的な評価、
なかなか科学的に信頼度が
高いと言われる無作為化比
較試験はできませんが、住
民検診の中で、ポピュレー
ションベースの中で検診に
おける手法の検討というこ
とは常に行っていけるよう
な仕組みを整えていきた
い。そういうことも考えて
いかなければいけないと思
っております。
　時間がちょっと押してき
て、議論が深まりきらない
ところもありますが、日本
対がん協会のがん検診の委
員会において、さらにもう
少し胃がんの検診と、特に
内視鏡ないしはＸ線の感度
等、あとは精度管理、そう
いったところも調査を進め
ていきたいと思っていま
す。子宮頸がんに関して
は、まずHPVテストの導
入ということを想定した体
制をつくっていく必要があ
る。市町村の中で実施する
ところが出てきた場合は、
対がん協会の支部だったら
混乱なくできるという仕組

みができていないと、年間
140万人の子宮頸がん検診
を行っているグループとし
て責任を果たせないだろう
と考えております。
　がん検診委員会の垣添
（忠生）先生、恐縮ですが、

　秋月　先ほど国のがん対
策推進基本計画について簡
単にご説明させていただき
ました。その中で、どうも
少しミスリードにつながり
かねないかなと思っている
のが、がんの治療とか、例
えば新しい薬を生み出そう

　――　どうもありがとう
ございます。１点、受診率
の向上を図らないことに
は、先ほど秋月先生が子宮
頸がんの罹患状況で示され
た、30歳後半でピークに
なっている部分は下がらな
いだろうと思っています。
今回のアンケートの結果、
特に自治体においては、が
ん検診に係る予算を組んで
いるのは、ほとんどの自治
体が前年度の受診者数をも
とに次年度の検診予算を組
んでいる。一方、特に子宮
頸がんの場合は、地域によ
って産婦人科の先生が非常

　垣添　十分に楽しませて
いただきました。厚生労働
省に対しては、以前からが
ん検診の検討班が中断して
しまったのを何とかしてほ
しいということをずっと訴
え続けていたので、ようや
く動き出したのは大変うれ
しく思っています。それか
ら、日本対がん協会でも検
診に関して、支部の皆さん
のご協力をいただきなが

支部の協力を得た対がん協会の委員会に期待

自治体の多数は受診実績をもとに検診予算化

早く見つけて早く治す－基本の徹底を
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とりでとしてあるというの
は非常に心強いかもしれな
い。ですけれども、現実的
に化学療法で完治するとい
う方は非常にわずかだと思
うんですね。
　それを考えますと、本当
はやはり早く見つけて、早
く治す。患者さんだけでな
く、もう少し広く国民の方
に、検診に必ず通うという
ことがまず基本としてある
ということを、国としても

労働省のあり方委員会の中
には医療経済の専門家の方
も含まれていて、そういう
段階に来たなということ
で、またいい方向に行けば
と思いますし、医会の立場
で言うと、私たちも努力し
ていきたいと思います。
　――　基本的に受診率を
高めないと、結局、非常に
精度の高い検診を導入して
も効果が出ないということ
もあると思います。HPV
テストの導入ということで
あれば、やっぱり受診率向
上につなげていきたい。胃
がん検診も、ABCとかＸ
線とか内視鏡とか様々に議
論されている。その議論を
活発にしつつ、受診率向上
につなげていく。そして、
いいものを探っていく。そ
ういう方向で、対がん協会
も少しでも尽力していきた
いと思います。
　今日は長時間にわたっ
て、ありがとうございまし
た。（拍手）

思っております。

がんの話を小学校、中学校
からするのもいいでしょ
う。高校、大学に入学した
時点で子宮頸がん検診の話

が登録されるような仕組み
がつくられないと、新たな
展開はないのかなと思って
いますので、ぜひそんな方
向に進んでいいただきたい
と願っています。
　――　ぜひ進めてくださ
い。
　松田　ありがとうござい
ます。そうしたいと思いま
す。

強力に進めていきたいと思
っています。
　例えば研究でいえば、新
しい診断方法とか、先ほど
少しお話があった、ハイリ
スクの方に対するアプロー
チというのも、国策として
やるかどうかというのはま
た別の話だとは思うんです
けれども、そういうことも
研究するなり、一つずつ進
めていきたいというふうに
考えています。

　今野　基本的に私は今、
産婦人科医という立場なん
ですが、がん対策は基本的
には産婦人科医じゃなく
て、公衆衛生の仕事だと思
います。国ががんをどうや
って減らすか、死亡を減ら
すか、子宮であれば、子宮
自体を取らなくても済むよ
うにするかということを考
えたときに、受診率を上げ
る、それから質の高い方法
で、かつ費用対効果がよい
ということが大切で、疫学
という後ろ向きの公衆衛生
の学問と、さっきお話しし
たモデリングという前向き
の公衆衛生の学問（があ
る）。
　公衆衛生の学問は、対が
ん協会には久道先生のよう
な大御所もいらっしゃいま
すけれども、日本全体とし
てはちょっと弱い。公衆衛
生の観点で、これが使える
のか、使えないのか、これ
だったら推進しようという
ことが、とても望まれるこ
とだと思います。今の厚生

をするとか、そういうふう
な工夫も必要ではないかと

　渋谷　私は検診の受診率
について、最後に一言、意
見を述べさせていただきた
いと思います。日本では、
例えば年齢制限というのは
非常に難しいとは思います
が、検診を受けさせないの
ではなく、重点的に受診勧
奨すべき対象を考えてほし
い。婦人科でも、特に20
代の人は、要するに検診を
受けていないから死亡率が
高いということですので、
例えば「はたちの献血」じゃ
なくて、「はたちの検診」と
いうようなキャンペーンを
やっていただきたい。
　あとは教育。特に小学校
からがん検診の話をするの
はどうかとも思いますが、
ワクチンの話をするので、

　松田　今日、私は地域、
職域という話をしたのです
が、どんな職業についてい
ようと、効果のあるがん検
診を平等に提供したい。そ
ういう体制をつくらないと
いけない。そのためには、
誰がいつ受けて、その結果
がどうだったかということ
がきちんと登録される仕組
みがないといけない。抜本
的に、全ての人たちの状況

登録の仕組みづくりを

徹底して勧奨を図る年代を絞っては？

基本は公衆衛生の充実

参加者はがん検診をテーマにした議論を熱心に聞き入った
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日本対がん協会賞（個人の部）の受賞者のみなさん

「いのち育む瀬戸内より」をテーマに開かれた全国大会

朝日がん大賞を受賞した静岡県立
静岡がんセンターの山口建総長

全国大会では郷土芸能も披露された
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がん征圧スローガンの優秀作に選ばれた菊地浩吉・北海道対がん
協会会長に垣添・日本対がん協会会長から表彰状が贈られた


