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１．	 本年度の研究成果 
（１）	 評価指標・評価手法の確立と各府県への情報提供： 
本研究では、府県が入手可能な統計資料に基づき、がん対策の進捗状況をモニターし、

評価を行い、対策の見直しに寄与し得る手法を、地域がん登録が整備された大阪府にお

いて先ず実証的に検討し、次いで他の府県においても応用可能な方式として提言できる

ように取り組んできた。本年は、その総括として、府県が自県のがんの現状と課題をど

のように把握・評価し、とりわけがんの死亡率減少に注目した時に、がん死亡率を対策

によってどの程度減少させ、その死亡率減少目標値をどのようにして達成するのか、ま

たその際に中間目標となる指標は何か、それを企画するための手順を示す「手引き」を

作成し、各府県のがん対策担当課、がん登録所管課等に提供した。 
「手引き」は、1) 死亡率減少を全体目標とした設定、2) 柱となる分野別施策と中間

目標の設定、3) 行動計画の策定、4) 計画の見直し、の 4つのポイントで構成され、各
府県が、がんの実態とがん対策の進捗状況を踏まえ、エビデンスに基づく行動計画の策

定を、具体的に支援する内容となっている。7 月 20 日には、日本対がん協会と共催し
て「既存統計資料に基づいた都道府県がん対策推進計画の見直し」と題する研修会を開

催、近畿四国各県及び大阪府・市町村・がん拠点病院などの参加を得て、「手引き」を

紹介・説明し、意見交換を実施した。11月 16日には厚生労働省にて開催される都道府
県がん対策担当者向け研修で、大阪府での取り組みと「手引き」に沿った解説を行う予

定である。 
 

（２）	 がん対策指標の可視化と自治体担当者への手引書の作成： 
がん対策の推進に当たっては、がんの実態やがん対策の進捗状況が、一部関係者だけ

でなく、一般市民・医療機関関係者・自治体の行政担当者等にも広く見えるように、可

能な限り指標を可視化し、比較し易いようにすることが重要である。これまでに、大阪

府・11医療圏・67市区町村について、がんの死亡と罹患に関する各種統計値（数・率・
部位分布・早期割合・生存率など）を作表し、年次推移やマップとして描いたり、ラン

キングしたりするサイトを構築した。がん検診の受診率や精度管理指標も既に別途公表

しており、各医療圏担当者（主としてがん拠点病院）や市町村関係者が、これら情報を

どの様に統合・解釈し、活用すればよいのかを解説する手引き作りも進めた。 
 

（３）がん対策の見直し・評価に資する統計資料の整備・分析： 
生存率の動向と変化の要因分析 
がん医療の評価を行うため、大阪府がん登録資料より得た 1975-2004 年診断がん患

者の予後データに治癒モデルを当てはめ解析し、部位別・時代別に治癒割合および非治

癒患者の生存期間の中央値を推定した。その結果を Verdecchiaらのパターン分類に従
い 4群に分け、がん医療の評価を試みた。 

(A) General improvement（治癒割合、非治癒患者の生存期間がともに向上）：食道、
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胆嚢・胆管、肺（全期間を通じて）、胃、大腸、膵臓、卵巣、前立腺（1980年代後半ま
で） 

(B) Selective improvement（治癒割合は向上、非治癒患者の生存期間は短縮）：胃
（1980年代後半～90年代後半）、乳房、子宮（1970年代後半～80年代前半） 

(C) Lead-time bias or prolonged survival time（治癒割合は変化無し、非治癒患者の
生存期間のみ延長）：肝臓（全期間通じて）、胃、大腸、卵巣、膵臓（1990年代～2000
年代） 

(D) Over-diagnosis（非治癒患者の生存期間は変化がなく、治癒割合のみが向上）：前
立腺（1990～2000年代）、膀胱（1970～80年代）と分類された。 

 
乳がん・子宮頸がん検診の無料クーポンの効果に関する検証 
がん検診にかかる費用を軽減することは、乳がん検診の受診率を高めるとのエビデン

スが示されている一方、頸がん検診の受診率を上げるかどうかについては十分なエビデ

ンスがない。わが国では 2009年にマンモグラフィーおよび Papスメアに要する検診費
用を無料とするクーポン発行事業が導入され、20, 25, 30, 35, 40歳に対して頸がんクー
ポン、40, 45, 50, 55, 60歳に対して乳がんクーポンが配布された。本研究では、2007
年および 2010年の国民生活基礎調査個票データから無料クーポン導入の前後でがん検
診受診率、社会経済要因によるがん検診受診率格差を比較することにより、無料クーポ

ン導入の効果について検証した。無料クーポンにより Papスメアでは 13.8%ポイント、
マンモグラフィーでは 9.8%ポイントの受診率上昇が認められ、がん検診受診者を 1 人
増やすために平均 13,400 円のコストを要していた。がん検診受診率格差に関しては無
料クーポン導入群で、乳がん検診において格差の縮小が認められた一方、頸がん検診に

おいては格差の拡大が認められた。 
 

２．	 前年度までの研究成果 
がん対策推進計画に沿って実施されているがん対策の進捗状況を把握し、その評価お

よび検証を行うための手法を開発することが本研究の最終目標である。生存率を含む地

域がん登録データが比較的良く整備された大阪府をモデルに分析し、前年までに下記の

成果を得た。 
1) 各種がん統計データの年次動向を分析した結果、がん対策推進計画策定当初のが

ん死亡率「自然減」の見積もりが過小評価であったこと、かつ、現時点でも実際には自

然減の域を脱していないことを示した。「死亡率減少を自然減よりさらに 10％引き下げ
る」との目標設定が妥当であり、その実現には、当初に立てた中間目標を着実に達成し

てゆく必要があることを示した。 
2) 大阪府をモデルに実施した分析が他府県でも応用できることを検証するとともに、

がん死亡率「自然減」のさらに 10%引き下げを目標とした場合の各種中間指標の推移
とその妥当性を明らかにした。 

3) 厚生労働省より国民生活基礎調査の調査票情報の提供を受け、がん対策に関する
中間指標がいわゆる社会経済格差と密接に関連しており、喫煙率の減少や検診受診率の

向上を目指す上で、社会経済的弱者への働きかけが欠かせないことを示した。 
4) 大阪府の医療圏・市町村毎のデータをユーザーが取出し、グラフ化するためのウ
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ェブサイトを構築し、がん対策進捗に関する指標の可視化に向け前進させた。 
 

３．	 研究成果の意義及び今後の発展性 
本研究では、既存の統計資料を用いて、がん対策推進計画に沿って実施されているが

ん対策の進捗状況の把握、その効果の評価および検証を行うためのモデルを提示するこ

とができる。これらは、がん対策推進計画策定後に適宜行われる推進計画の見直しにあ

たり、その根拠と方向性を示し、厚生労働行政の施策に寄与する。さらに本研究により、

既存のがん統計資料の利活用が促進され、効果的かつ総合的ながん対策の実現が前進す

ると期待される。 
 
４．	 倫理面への配慮 
	 本研究の実施にあたり｢疫学研究に関する個人情報ガイドライン｣に沿って必要な倫

理手続きのもと適正に実施した。大阪府がん登録資料の利用については「大阪府悪性新

生物患者登録資料利用に関する取扱要領」に定められた申請手続きをクリアした。 
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