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対 が ん 協 会 報

朝日がん大賞・日本対がん協会賞 受賞された方々
らに、ＣＴ検診の判定基準策定など

がんＣＴ検診を試

を通して、全国的なＣＴ検診の普及

行、胸部Ｘ線写真

国立がんセンター中央病院
内視鏡部咽喉内視鏡室医長

と精度向上・均一化のための活動を

の病巣検出能力の

積極的に行っている。胸部ＣＴ検診

限界も明らかにし

かね こ

まさひろ

金子

昌弘氏（60歳）

研究会（現ＮＰＯ法人日本ＣＴ検診

た。Ｘ線被曝線量

学会）を創設してＣＴ検診技術普及

の低減の可能性も

低線量、高速ら

等の活動を行う一方、ＣＴ画像を使

追究する一方、検診の費用対効果の

せんＣＴによる肺

っての禁煙指導にも力を注いでい

検討により、適当な検診年齢や検診

がん検診の方法を

る。

回数を示すなどの取り組みも進め

確立し、実際の検

信州大学名誉教授

た。また、長野県内の効果的な肺が

朝日がん大賞

診現場に世界で最
初に導入した。肺

そ

ね

しゅうす け

曽根 脩輔氏（69歳）

ん検診や、そのためのＣＴ検診の普
及にも貢献。さらに、ＣＴ検診の精

野末梢の肺がん発見の精度が著しく

1995年から移動体衛星通信を活

度管理を重要視して、ＣＴ像のコン

向上することを証明して、ＣＴによ

用した遠隔医療診断の実用研究に取

ピュータ診断支援システムの開発に

る肺がん検診の先駆けとなった。さ

り組み、一般住民対象の大規模な肺

も関与している。

日本対がん協会賞

トワーク運営委員長。広島市が健や

ルム読影委員として事業の推進に協

かで文化的に暮らせる都市の実現に

力、
検診方法の基礎確立に努力した。

◆ 個人の部

向けて作った「元気じゃけんひろし

また、協会が初めて行った肺がん検

広島市立安佐市民病院名誉院長

ま21」推進会議たばこ部会長で禁

診についても、検診方法の確立に尽

いわもり

しげる

岩森

茂氏（78歳）

煙活動を指導している。地域医療の

力するなど、県の集団検診に長期に

推進に貢献した功労者として日本医

わたって貢献した。これまで、県民

師会最高優功賞も受賞している。

の医療保健に貢献したことにより福

福島県立医科大学名誉教授

島県保健衛生協会楠賞、国民健康保

長年、禁煙運動
に取り組み、広島
市立安佐市民病院
院長時代に院内の

き むら

かず え

木村 和衛氏（78歳）

険行政に関して厚生大臣表彰、ヘリ
カルスキャンＣＴ開発に関して通産

空気清浄化を目指

福島県保健衛生

した「クリーン・

協会の前身である

ホスピタル・プロジェクト」
を掲げ、

福島県成人病予防

全国に先駆けて禁煙モデル病院とし

協会が 6 1 年３月

た。日本禁煙推進医師歯科医師連盟

から全国でも、い

運営委員、広島県医師会禁煙推進委

ち早く始めた胃が

員会特別顧問、広島県禁煙支援ネッ

ん集団検診の指導医師、胃がんフィ

会長も歴任し、乳がんの治療、検診、

06年度永年勤続表彰者

・木村ゆう子・中川
優美子・斉藤知貴・
山本陽子・小番香
苗・平野みどり・吉
田嘉明・本宮 薫
□山形県結核成人病
予防協会 斎藤正人・伊藤孝夫・古
川照雄・衣袋千枝子・杉山和恵
□茨城県総合健診協会 柿元まゆ
み・金澤秀房・田口明美・田所美和
子・西連地利己・塚越真
□栃木県保健衛生事業団 黒駒真
弓・菊池宏美・大出定夫・小野泰
子・蔵野博子・渡邉朋子・大窪三紀
世・湯川悟
□群馬県健康づくり財団 山口好

是・小畑忍・小菅啓二・外山秀人・
荒木妙子・尾崎紀子・岩渕幸恵・松
村美栄
□埼玉県健康づくり事業団 泉 貢
・田澤芳久・内村浩
□ちば県民保健予防財団 秋塲なを
こ・牧野新一・大木洋子・栗原和
久・坂本暁紀・刑部万里・山中正
美・細野透・武田淳子・内城武彦・
小島武・近藤好一
□山梨県健康管理事業団 小澤一
雄・天野俊一
□長野県健康づくり事業団 高橋光
子・村松明美
□富山県健康スポーツ財団 村中
修・畑元・魚崎紀代美・岡田美和・

（敬称略）
□北海道対がん協会 本村政幸・佐
藤光春・寺田武司・西田大
□青森県総合健診センター 高松俊
道・古川富美子
□岩手県対ガン協会 柴田せつ子・
高橋等
□宮城県対がん協会 斎藤千晴・永
窪紀代美・小野博美・松木浩子・佐
藤亘
□秋田県総合保健事業団 貝田由美
子・高貝薫・堀井香・庄司智也・富
樫正之、下村アヤ子・熊谷満・石黒
礼子・佐々木晴美・福山伸子
（写真）

大臣表彰を、受けている。

大阪府立成人病センター
名誉総長
こ やま

小山

ひろ き

博記氏（71歳）

日本乳がん学会の設立に貢献、同

対 が ん 協 会 報
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朝日がん大賞・日本対がん協会賞 受賞された方々
診断の普及に尽力

団理事長として、がん検診の推進に

ウイルス、Ｂ型肝

した。また、乳房

永年にわたり力を尽くした。

炎ウイルス検査を

温存療法に着目

前田胃腸科医院院長

導入して多数の感

まえ だ

けんしん

前田

憲信氏（76歳）

染者を発見した。

し、乳がんの縮小
技術の啓蒙・普及
に取り組み、
乳房

沖縄県消化器内

肝臓病予防教室を
各市町村で開催し

温存手術の推進を図った。
「わきの

視鏡学会会長時代

て住民の啓発普及にも取り組んでい

下の見張りリンパ節の細胞診を行い、

に会員の消化器病

る。さらに、ＨＣＶ抗体陽性者を、

転移がなければリンパ節を取らな

の診断、治療の向

肝臓病の集学的治療が可能な病院に

い」との判断を立て、乳がんの後遺

上に尽力。沖縄対

紹介するシステムを構築。これらの

症を軽くすることに成功した。マン

がん協会で胃の集

取り組みの末、この圏域の肝がんの

モグラフィ
（乳房Ｘ線撮影装置）
と視

団検診のＸ線フィルム読影世話人と

死亡率は減少傾向を示している。

触診を同時に実施する検診システム

なり、読影能力の向上と二次検査の

を積極的に推進。大阪府内各地での

指導に当たった。県胃集団検診機関

検診で、治療面はもとより、早期発

連絡協議会を設立し、県成人病検診

賞》

見・早期治療の普及啓発に貢献した。

精度管理指導協議会（胃がん部会）

防・検診・治療に役立つ研究を対象

千葉県医師会会長
前ちば県民保健予防財団理事長

と連携して検診精度の管理向上に努

にし、過去の活動歴とともに将来性

めた。胃がん、大腸がんの検診分野

も重視して選考されている。日本対

ふじもり

で経験を生かした指導・助言を行

がん協会賞の特別賞として朝日新聞

い、とくに集団検診を通じて、がん

社の協力を得て創設され、今年で６

千葉県内の健康

の早期発見に貢献している。公衆衛

回目。これまで８人に贈られた。日

診断に関係する４

生功労で県知事表彰や厚生大臣賞を

本対がん協会賞は39回目で、がん

団体の統合を進め

受賞している。

征圧活動に永年の功績のあった方々

ることにより、が

◆ 団体の部

に贈られる。これまでの受賞者計は

ん検診実施体制の

福岡県八女保健所肝がん
等肝疾患対策専門委員会

個人176人と106団体になった。

むねのり

藤森 宗徳氏（69歳）

規模拡大を成し遂
げた。乳がん検診におけるマンモグ

◇
《朝日がん大賞と日本対がん協会
朝日がん大賞は、がんの予

平成18年度の選考委員は次の通り。
委員長・杉村隆・国立がんセンタ

ラフィ、超音波検査の導入を図り、 （吉田博委員長）

ー名誉総長、尾関章・朝日新聞東京

これら検査の拡大を図った。乳がん

福岡県の八女筑後保健医療圏で医

本社科学医療部長、垣添忠生・国立

検診の医師、放射線技師、臨床検査

師会、地域中核病院、保健所、市町

がんセンター総長、唐澤隹人・日本

技師の育成に貢献した。千葉市医師

村は合同で肝臓がんの早期発見、早

医師会長、広瀬幸雄・日本対がん協

会長、千葉県医師会会長、千葉県対

期治療に取り組み、市町村の住民検

会理事長、武藤徹一郎・癌研有明病

がん協会会長、ちば県民保健予防財

診に肝臓がんの原因となるＣ型肝炎

院長。

下沢真理子
□愛知県健康づくり振興事業団 荒
谷佳樹・近藤登喜
□三重県健康管理事業センター 丸
山晃弘
□京都がん協会 文字央・安藤憲
一・柏木由美子・小川直子
□兵庫県健康財団 佐藤英樹・中松
宏太
□岡山県健康づくり財団 清木 忍
・田中芽実・中島明久・倉田美恵・
中川邦宏・安西純子
□広島県健康福祉センター 山崎孝
宏・石川勝弘・池田浩二・山岡久美
子・水戸則文・時永しのぶ・久山佳
子・河崎公基

□山口県予防保健協会 谷井弘子・
長岡 薫・高津 英・重田映子・来
栖好・松浦正則・大島愛子・山根浩
二
□徳島県総合健診センター 尾崎寛
幸・湊真由美・小出逸子・福井小百
合・山岡美奈・安友有美・佐々木春
夫
□愛媛県総合保健協会 沖昭一・河
野保・濱田覺弘
□高知県総合保健協会 伊東洋子・
上原美恵・森澤渡・氏原則夫・竹内
梨江・依光靖子・森 孝子・佐々木
和香・中屋真理・久武啓子
□佐賀県総合保健協会 氷室順子・
下村美枝子

□長崎県健康事業団 林賢信・池田
啓介・山口敏信
□熊本県総合保健センター 荒尾洋
一
□大分県地域保健支援センター 渡
辺重保・高橋由紀
□宮崎県健康づくり協会 萩原京
子・福永清美・枝元克亘・巣立亜
紀・尾形孝子・濱砂ゆう子
□鹿児島県民総合保健センター 川
闢仁志・佐多裕・山口彰子・下玉利
広明
□沖縄県総合保健協会 長嶺惠子・
野中睦子・藤本郷子・仲松春枝・濱
松ユカリ・比嘉尚子・大見謝まゆ
み・喜屋武きみ子・金城トシ子
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出席者
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シンポジウム

（敬称略、
発言順）

垣添 忠生（かきぞえ・ただ
お）＝国立がんセンター総長
1941年生まれ、67年東京大学医
学部卒。国立がんセンター中央病院
長などを経て、2002年から総長。
専門は泌尿器科。厚生労働省の「が
ん医療水準均てん化の推進に関する
検討会」の座長として報告書づくり
の中心となった。
菊地 浩吉（きくち・こうき
ち）＝北海道対がん協会会長
1932年生まれ、57年北海道大学
医学部卒。71年札幌医科大学病理
学第１講座教授、86年同大学長兼
衛生短大学長。2004年札幌医科大
学学術振興会理事長。
北海道文化賞、
功労賞など受賞。
大澤 英司（おおさわ・えい
じ）＝厚生労働省老健局老人保健課
課長補佐
1970年生まれ、95年岡山大学医
学部卒。旧厚生省の保健局、健康局、
障害保健福祉部、効率病院部、統計
情報部、
中国四国厚生局などを経て、
06年８月から現職。
濱島 ちさと（はましま・ちさ
と）＝国立がんセンターがん予防・
検診研究センター診断支援情報室室
長
1957年生まれ、83年岩手医科大
学医学部卒。癌研究会付属病院検診
センターなどを経て、2002年国立
がんセンター研究所がん発生情報研
究室長。01年日本消化器集団検診
学会の第19回有賀記念学会賞を受
け、現在同学会評議員。
山田 秀和（やまだ・ひでか
ず）＝福島県立医科大学産婦人科助
教授
1959年生まれ、86年福島県立医
科大学卒。86年福島県立三春病院
勤務、96年福島県立医科大学産婦
人科講師、2004年７月から現職。
子宮がんなど女性がんが専門、福島
地域の検診事情に精通している。
大内 憲明（おおうち・のりあ
き）＝東北大学大学院教授（腫瘍外
科学）
1951年生まれ、78年東北大学医
学部卒。9 9 年から東北大学教授。
マンモグラフィ検診に関する厚生省
研究班を主宰して効果を検証、住民
検診への導入を推進した。2001年
度第１回朝日がん大賞受賞。

がん検診の質的向上をめざして
〜検診の均てん化実現のために〜
はじめに
座長

垣添 忠生

きます。
先ず、がん検診とは、から始まる
この４つの話題をお話させていただ
きますが、
がんとはどういう病気か、

皆さんこんにち

ということを１枚のスライドにまと

は。国立がんセン

めました。人間の身体は60兆個の

ターの垣添です。

細胞でできていて、一つの細胞の中

平成 1 8 年度のが

に核があって、核の中には折りたた

ん征圧大会のシン

まれた、伸ばしますと全長約１ｍの

ポジウム「がん検

ＤＮＡが入っていて、このＤＮＡの

診の質的向上をめざして〜検診の均

上には約２万個から３万個ぐらいの

てん化実現のために〜」の司会をさ

遺伝子が乗っている。その中でがん

せていただきます。どうぞよろしく

に関係する遺伝子としてがん遺伝

お願いします。均てん化という厚生

子、がん抑制遺伝子が、すでに100

労働省の検討会の最中に、
もちろん、

個以上知られています。がんという

がん医療の均てん化、地域間格差、

病気は正常細胞ががん細胞に変わる

医療費格差をなくすということが当

わけですが、その過程でがん遺伝子

然大きな問題になりましたが、その

が活性化する、あるいはがん抑制遺

議論の過程で検診の均てん化という

伝子が不活化する、要するに組み合

ことも話題に上がりました。今ご承

わせということで正常細胞ががん細

知のようにわが国で行政検診がされ

胞に変わるということです。つまり

ております５つのがんの平均受診率

がんは遺伝子の病気であるという理

は17％ぐらいだと記憶しておりま

解になっております。

すが、一方で、胃がん、肺がん、大

人間のがんはこんな風に発生し進

腸がん、乳がん、子宮がんで亡くな

展すると考えられております。正常

っている方が年間で約16万人。と

な細胞３つのうち１つの核の中のＤ

いうことは今亡くなっている約32

ＮＡに傷がついた、その数が増えて

万人の半数の方が、このがんで亡く

いく過程で、今度は２番目に傷がつ

なっているということで、私どもが

いた、この細胞が増えていく過程で

今持っている検診の技術をもう少し

今度は３番目に傷がついた、という

適正に適用することによってがんで

形で段々とちょうど多段階ともうし

亡くなっている方をもっと救命でき

ましょうか、階段を昇って行くよう

るのではないかということで、検診

に遺伝子変化が蓄積されていく。そ

を均てん化していくということは、

の結果、正常細胞ががん細胞に変わ

わが国のがん対策上、極めて重要な

っていくということです。ある日突

問題であろうかと考えております。

然、正常細胞ががん細胞に変わると

従って本日のがん検診の質的向上を

いうわけではなくて、こういう風に

めざして、というシンポジウムで、

順次階段を昇っていくようにしてが

全国の対がん協会支部の第一線でが

んが発生してくる。従ってがん細胞

ん検診に当たっていらっしゃる皆さ

ができるまでにも時間がかかります

んとともにこの問題を考えるという

し、できてからそれが増えていって

ことは、重要であると考えておりま

例えばレントゲンの写真で２センチ

す。

くらいの径になって認識されるよう

最初に私からお話をさせていただ

になるまで、つまり臨床的に検出さ
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れるようになるまでに平均して20

んよくご承知の通りでありますが、

監査していく必要があるというこ

年ぐらいの潜伏期がある。非常に長

時間の流れに沿って、がんの発生、

と。日本ではこの検診の質の管理に

い時間がかかって発生する、特殊な

検出可能、症状が出る、治療の限界

ついて法的な拘束力が無いので、共

小児がんとかを別にしますと、そう

点、進行がんで死亡としますと、そ

通の指標を作って、それを情報開示

いう風な理解がされてきておりま

れぞれが検診と深くかかわってきま

していくことが必要ではという風に

す。こういった基礎研究の理解とい

す。検診が有効ながんというのは、

先生方は言っておられます。このた

うのは私どもが実際に臨床や検診を

がんができて検診で介入するわけで

めには県の担当者とか成人病協議会

考える上で非常に重要だと思いま

すが、検出可能と症状が出る間に時

とか実際に現場におられる保健婦と

す。がんの発生・進展と医療の関係

間があると最も有効で、検診でがん

かの人たちに集まっていただいて、

を概念としてまとめたものですが、

を治すことができます。検診に向か

年１−２回研修するといったことも

横軸に時間軸を10年、20年、30年

ないがんとしては、がんが発生し検

精度管理のうえで重要なことになる

ととりまして、縦軸に概念として上

出可能と症状が出る間が非常に短い

と思います。県の成人病検診協議会

に行くほどがんが発生して悪くなっ

と検診が入り込む余地がないという

の精度管理ができていないという場

ていくとお考えください。そうしま

ものです。今のところすい臓がんな

合には質の管理の中身を公表してい

すと大体８割から９割はだんだんと

どがこれにあたるのかもしれません。

くということが一つのプレッシャー

悪くなっていく、従ってがんが発生

検診が不必要ながんとしては２種類

になるのではないかと考えられてい

するのを予防する１次予防のことも

あります。一つは症状が出てから治

ます。事業評価でありますが、費用

考えられますし、がんになっても無

療の限界点まで間が長い、症状が出

の安い機関に委託されるということ

症状の時期に介入する検診が考えら

てからご自分で異常に気が付かれて

で本日お集まりの各対がん協会の皆

れます。それから症状が出て普通の

病院で受診する、つまり検診の対象

様が常に悩んでおられる点だと思い

方は病院に来られるわけですが、診

ではなくて診療の対象となるような

ます。これはまた後ほど議論が出て

断と治療がきちんと適用されて治っ

がんです。子宮体がんなどは最近そ

くると思います。検診機関ごとの精

てしまえば一番いいですが、仮に治

んな風に考えられていると思ってい

度を市町村が公表することが今後必

せなかった場合には緩和医療が適用

ます。もう一つはがんが発生してか

要になってくるのではないかという

されるということであります。しか

ら症状が出るまでの間が非常に長

こと、この両者は非常に密接に関係

し前立腺がんの一部とか甲状腺がん

い、
がんがあっても天寿を全うする、

するのではないかと思っておりま

などの一部とかに非常に増殖の遅い

解剖でがんが発見されるというもの

す。有効性評価のガイドラインとい

がんがあります。あるいはすい臓が

で、前立腺がんの潜在がんなどはそ

うことで、現在は祖父江班が研究を

んに代表されるように極めて悪質な

の一つの例ではないかと思います。

進めていますが、大腸がんは既に終

がんがあります。こういうがんは予

従って前立腺がんの検診の場合は本

了し、胃がんも終了し、肺がんも終

防とか検診になかなか馴染みにくい

当に治療が必要ながんと病理学的に

了して近々冊子として刊行されると

のですが、がんの大半、９割近くが

はがんであっても治療する必要が無

聞いております。

だんだんと悪くなっていくというこ

いがんが見つかってしまうことが、

とで、検診で介入することが十分で

検診の有効性を考えるうえで非常に

のがんになる可能性、average risk

きると考えられています。

難しい問題を起こしておりますが、

の対象者の受診率を上げること。

そういうがんもあるということです。

high riskの人たちの受診率を上げ

検診で死亡者減が重要
がん検診の条件ですが、罹患率、
死亡率の高いがんであること、あま

精度管理の中身公表で圧力
次にがん検診の質の管理ですが、

精度管理と受診率の向上は、普通

るということとaverage riskの人
たちの受診率を上げるということと
はちょっと話が違うように思います

り珍しいがんは検診の対象にならな

精度管理、Quality Assuranceで

が、一般的にがん検診の質の管理と

いということです。検診に適した検

ありますが、対象を一定の年齢層に

いう意味では、このaverage risk

査法があること、早期発見を生かす

絞り込む、
年齢層を絞り込みますと、

の対象者の受診率を上げることが大

治療法があること、早く見つけても

例えば20歳から80歳のかなり幅広

事だと思います。受診者管理は先程

治せないということでは意味が無い

いものに比べて当然、母数が減って

申し上げたように台帳管理できちん

ということです。検診の精度が高い

くるということで受診率が上がる感

と行っていくことが出発点だと思い

こと。検診を受けることによって、

じになります。検診対象者の網羅的

ます。いずれもお金が関係してくる

そのがんで死亡する危険性が低下す

な名簿の作成、受診者管理ともいう

話であります。

ること。検診の結果、がんで死亡す

ようですが、対象年齢を絞り込んで

均てん化ということですが、昨年

る方が減るということは非常に重要

その人たちの台帳をきちんと管理す

４月に「がん医療水準の均てん化に

です。費用が安いことも条件です。

るということです。数値目標を掲げ

向けて」ということで検討会の報告

がんの自然史と検診の関係は皆さ

て達成していないところはきちんと

書が出ました。中身はがん医療の地
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域格差を生み出す要因を分析して、

の早期発見に資するよう、がん検診

んの約70％は早期がんで、約90％

それを解消するために放射線治療医

の方法等の検討、がん検診の事業評

は適切な治療で治すことができる。

とか抗がん剤治療医とか専門医を育

価の実施、がん検診に関する医療従

検診数が多ければ多いほど、多くの

成するとか、コメディカルスタッフ

事者に対する研修の機会の確保、そ

命が救われる。患者の苦痛もはるか

を育成する、早期発見に係わる体制

の他のがん検診の質の向上等を図る

に少なくてすむ。患者個人の出費、

ということで、ここの部分で検診の

ために必要な施策を講ずるととも

家族の負担も少なくてすむ。国、北

議論がされました。医療機関の役割

に、がん検診の受診率の向上に資す

海道の医療費も少なくてすむ。これ

分担とネットワーク、
がん登録制度、

るよう、がん検診に関する普及啓発

は私どものアクティビティを示すの

これがきちんといかないと現状が把

その他の必要な施策を講ずるものと

に、がん検診受診数の年次推移を見

握できないし、将来予測もできない

する、ということで、ここにやはり

たわけです。北海道対がん協会は昭

ということです。それから情報の提

がん検診を強力に進めていく非常に

和4年に創設されました。日本で初

供と普及、こういったことが大事で

大きな根拠が得られた、という風に

めての対がん協会でございますけ

あるということが、取りまとめられ

考えられます。

ど、がんの検診事業を始めましたの

ました。均てん化報告書の中に、が
んの早期発見に係わる体制等の充実

地方のがん検診の取り組み

ということで、一つはがん検診体制

菊地 浩吉

の現状、受診率が低いということが

は、昭和38年で胃がん検診からで
す。その後、子宮がん、乳がん、肺
がん、大腸がんと広がってまいりま
して、昭和58年には旭川、釧路と

もちろんあります。それから一般医

私の役割は平均

センターを作っております。だいた

の資質の向上ということがあります

的な１地方のがん

い30年間右肩上がりの検診数だっ

し、今後の課題として、全国どこに

検診機関が、どの

たわけですが、平成５年ごろ急激に

住んでいても精度の高いがん検診が

ように精度管理に

検診数が減ってまいりました。その

受けられる体制を整える必要があ

取り組んでいるか

理由はすでに議論しつくされており

る、検診後の精密検査のために専門

をお話しまして、

ます。ここにおいでの支部の方は十

医療機関との連携をどうやって図っ

いわゆる質の高いがん検診のために

分ご存知のことでございますので、

ていくかということ、研修強化、診

はどのような問題点があるかという

ここではディスカッションいたしま

療技術情報の提供ということで検診

ことの議論のきっかけにしていただ

せん。対がん協会の検診数が減って

に係わる人たちの研修も非常に重要

くことだと思います。精度管理の

も北海道全体として検診数が増えて

で、そういったことを行うことでが

種々の数値はほんの１部分だけお示

くれれば私ども文句はないのでござ

ん検診の均てん化を図るという取り

しいたします。これらを公表しまし

いますが、北海道全体としても検診

まとめになっております。

て評価の対象となると同時に自己点

数は増加しておりません。

基本法は大きな根拠に

検、あるいは反省の資料としている
わけです。

精度管理は手を抜かない

最後にがん対策基本法であります

先ず北海道対がん協会の概要を申

北海道対がん協会は、いかに運営

が、今後わが国のがん対策を進めて

し上げますと、これはプロセス評価

が苦しくとも精度管理は手を抜かな

いくうえで、こういう法律の条文に

の対象ともなりますのでお見せする

いでやっているつもりです。私ども

がんの予防から緩和医療まで、検診

わけですが、職員数は302名、うち

の精度管理は別に特別なことをして

も含めて全部書き込まれたというこ

医師14名、その他かなりたくさん

いるわけではありません。他の支部

とは極めて大きな根拠になるという

のスタッフがおります。北海道は広

の検診機関も同じと思いますが、厚

風に考えておりますし、私どもは大

い地域をカバーしなければなりませ

生労働省などより出されている指針

変ありがたいことだと考えておりま

んので、非常にたくさんの検診車が

に忠実に従っていると思います。い

す。国は基本理念にのっとってがん

必要で32台あります。採算の採れ

わゆるプロセス評価に耐えるように

対策を総合的に策定し、実施する責

ない地域にも出かけなければならな

施設、設備充実に努力している。資

務を有すると、国民は喫煙、食生活、

い、という事情もございます。検診

格のある医師、資格のある技師を確

運動その他の生活習慣が健康に及ぼ

センターは札幌、旭川、釧路と３つ

保するよう努めております。最近は

す影響等、がんに関する正しい知識

持っています。北海道対がん協会を

婦人科の医師、乳腺外科医の確保が

を持ち、がんの予防に必要な注意を

一口に一般市民の方に紹介する時に

非常に難しくなってまいりました。

払うよう努めるとともに、必要に応

は、私はこのようなことを申してお

対がん協会自体が医師や技師の研

じ、がん検診を受検するよう務めな

ります。北海道対がん協会は全道で

修、養成のセンターになっている。

ければならないと、がん検診のこと

１年に延べ約60万人を検診してい

検診精度の管理は受診率、
要精検率、

もきちんと書き込まれています。13

る。１年に約1000人のがん患者を

その他一通りのやるべきことはやっ

条に、国及び地方公共団体は、がん

発見しています。検診で発見したが

ているつもりです。記録管理はもち
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ろんのこと、道、市町村との連絡体

ていいことだと思います。しかし、

が、どうしても頑張り切れなくてだ

制もできるだけ密接にするようにし

先程来お話がありましたようにそれ

んだん落ちてきて、90％を割るよ

ております。精度管理の面で私ども

に今力を尽くすということをおっし

うになってきた。これも私どもの反

の協会と競合する検診機関、北海道

ゃっておられましたので私どもは非

省材料でございます。陽性反応的中

には私どもを含めて大小24の検診

常に力づけられているわけです。

度の年次推移は大体、各がんについ

機関がございます。私どもはその

いろんなデータがたくさんありま

て安定した数値になってきていると

50ないし60％を受け持っておりま

すのでそれを出しますときりがあり

思います。乳がんについてはマンモ

す。北海道で最大の検診機関でござ

ませんので一部だけお目にかけま

グラフィのお蔭で上昇傾向が出てき

います。他の検診機関と異なる点を

す。この要精検率を比較してみます

ていると思います。発見がんについ

挙げてみますと、市町村、受診者、

と私どもの協会は比較的低いです。

てはとことん追跡するように努めて

医療機関との密接な連携、協力で、

それから精検受診率、私どもは一生

おります。発見胃がんのステージ分

これはシステム作りを一生懸命やっ

懸命やっておりまして90％以上あ

類では、残念ながら全北海道の不明

ているということです。これにかな

るんですが、最近、胃と大腸の精検

が非常に高いのは、集計の締め切り

りのマンパワーを使います。これは

受診率が下がってまいりまして

が早いせいもありますが、他の検診

一片の通知を出して協力体制ができ

90％を割るようになってきました。

機関が怠慢ではないかと思っており

るわけではない。やはりマンパワー

これは私どもの反省材料です。次に

ます。私どもはほとんど不明があり

でそこに行っていろいろ話をすると

平成16年のがん発見数、発見率、

ませんし、当然のことながら早期が

いうことをしなければ情報を採れな

陽性反応的中度ですが、私どもの発

んが多い。胃がんの生存率では、

い、ということでございます。非常

見率は高い方だと思います。陽性反

7000例ぐらいを15年追跡したが、

にたくさんやり方はあるのでして、

応的中度も高い方だと思います。こ

当然のことながら早期がんの生存率

私が申し上げるのは釈迦に説法でご

れに対し全北海道は、私どものデー

が高い数値を示しています。このよ

ざいます。とくに事後管理が非常に

タも入っているので高くなっていい

うに私どもの数値は決して悪くはな

やっかいでたくさんあります。これ

と思うのですが、ようやく全国レベ

いと思います。問題は死亡率に響く

はちょっとやそっとではできない仕

ルになるわけで、他の検診機関が管

かということです。これは大変難し

事でありまして、本来、市町村の役

理をうまくやっていないのではない

い問題といいますか、私ども北海道

割だと思うんですが、今は各支部の

かと思います。一つだけ申し上げた

の対象の大体８％ぐらいを受け持っ

方々もご存知のように検査機関のや

いことは、都道府県の集計の締め切

ており、８％だと死亡率には響いて

ることである、とだんだんなって来

りが早すぎるような気がします。私

こないということがあるのかも知れ

てるわけです。これはやむを得ない

どもの（データ）は７月ごろの集計

ません。全国との比較で言いますと

のかも知れません。これは信頼関係

ですが、北海道全体としては４月か

胃がん、子宮がんが大体全国平均よ

がなければできないことでして、信

５月ごろだと思います。それの差が

り死亡率は低いが、その他のがんに

頼関係を保つのに今までは、非常に

あると思いますが、その差を勘案し

ついては低くはない。精度管理を一

努力してきた。ただ最近になりまし

ても尚且つ全北海道は低いのは、残

生懸命やってきて、検診精度を上げ

て皆さんご存知のように長年培いま

念なことであります。

ているんですが、やはり検診率が高

した信頼関係が崩れてまいりまし
た。それは市町村が軒並み財政難で

発見がんはとことん追跡

くないと何ともいえないということ
が非常に残念なことでございます。

ございまして、安く請け負う検診業

私どもは大体40年にわたって精

市町村の統計を見てると、皆さん

者に乗り換えるところが多くなって

度管理をやって来ておりますので、

ご存知で新しいものはないんです

きた、ということでございます。こ

長期の年次推移として胃がん検診の

が、精度管理の数値の地域的な格差

れも支部の皆さんは同じ経験をされ

要精検率ですが、最初にぐーっと落

を議論する前に、各検診機関や市町

ていることと思います。私どもとす

ちるのは当然のことですが、
（６〜7

村によって数値の取り方がまちまち

れば、その業者が精度管理をしっか

年目ごろ）
ちょっと上がるのは多分、

であることを感じました。例えば対

りやって精度の高い検診をしてくれ

旭川、釧路のセンターが開設された

象人口の把握が一律でない。子宮頸

れば文句はないわけですが、必ずし

せいかと思います。これがだんだん

がんと体がんを一緒に計算している

もそうではない、という心配がござ

小さくなりまして大体10.0ぐらいの

市町村と、
そうでないところがある。

います。いろいろ啓蒙普及事業をや

ところに収れんしていってる感じが

いろいろスタンダードをはっきり決

って新しい受診者を開拓してくれれ

いたします。また、胃がんの精検受

めて、それを徹底させなければ比較

ば、これも申し分ないことですが、

診率の年次推移は、最初非常に一生

はできない。精度管理のよくない機

それはまず絶対ない。問題は行政に

懸命やりまして大体昭和 5 0 年に

関に委託すると正確な報告ができな

よる検診の精度の適切な管理指導体

90％を超えました。20年にわたっ

い。
（受診率に）職域の数字が入っ

制がほとんど機能していないといっ

て精検受診率を維持してきたんです

てないため外国との比較が困難。市
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町村も検診機関も不完全なまま調査

ますが、これまでの経緯を見てみま

す。大腸がんの検診指針も様々な現

を打ち切るところがあるらしい。こ

すと、昭和41年の胃がん検診への

状と課題を分析していただきまして、

れは北海道だけの事情かもしれない

国庫補助に始まりまして、昭和57

また食生活の欧米化ということもあ

が、もう少し締め切りを延ばしてや

年には老人保健法が施行ということ

り大腸がんも増加の傾向ということ

らないと正確なデータは採れないと

で、先ず胃がん、子宮頸がんの検診

であります。そこで検査手法、対象

思いました。
がんの登録が不完全で、

が導入されました。続いて昭和62

年齢、受診間隔等は従来通りであり

罹患率計算ができないし、死亡率も

年には肺がん、乳がん、子宮体がん

ますが、精密検査は全大腸内視鏡検

あまりはっきり計算できない。最近

の検診が導入され、さらに平成4年

査を第１選択としていただくという

は医療機関の協力が得にくくなって

には第３次計画の中で大腸がん検診

ようなことが書き込まれております。

きました。医療機関がなかなかデー

が導入というような流れで発展して

タを出してくれない。それで精度管

きております。また実施主体であり

18年でマンモグラフィを緊急的に

理も非常に難しくなってきた。

ます市町村におきましても、がん検

整備するということで補助金の予算

診事業が定着するという中で平成

が設定されておりまして、マンモグ

受診率の低さが一番の悩み

本年度の予算ですが、平成17年、

10年にはがん検診事業の一般財源

ラフィの機器の補助、それから撮影

受診率が低いというのが一番の悩

化という、より市町村におきまして

する技師さん、あるいは読影医師の

みです。がん患者を救えない。がん

主体的に取り組んでいただくという

養成研修といったことを行っており

死亡率が下がらない。アウトカム評

ような形になっております。また一

ます。また乳がん、子宮がん検診の

価ができない。検診機関も経営難で

方で一定の手法でがん検診を実施し

普及啓発ということで検診の受診率

人員削減し、精度管理にしわ寄せが

ていただくとことで、このようなが

の向上に資するようにポスター、冊

いく。検診機関の競合、これも皆さ

ん検診実施のための指針ということ

子等の作成、あるいはシンポジウム

んご存知の通り、市町村が見積もり

をお示しをしてございます。

の開催といったようなことを行って

合わせや入札制度を採用するように

乳がん、
子宮がんの見直しですが、

おります。先程から受診率の向上、

なり、啓蒙事業、精度管理をし、採

先ず子宮頚部がんの特性といたしま

あるいは精度管理の重要性といった

算の採れない地区の検診を受け持っ

しては、発症年齢の低年齢化が問題

お話が出ておりますが、こういった

ている対がん協会は絶対勝てないわ

となっているということでありまし

ところを進めていくための検討会、

けで、検診数も年々減っている。価

て、若年層への拡大、ヒトパピロー

あるいは事業評価を進めるための経

格だけが決め手で、精度管理は判断

マウイルスの関与も指摘されており

費が認められております。

材料にはならない。行政による検診

ます。そこで早期発見、早期治療の

事業精度の管理指導が徹底していな

ための体制ということが必要になっ

い。それから最近、発見がんの追跡

ておりまして、子宮頸がんにつきま

が非常に難しくなってまいりまし

しては対象年齢を20歳以上とする、

精度の低いがん検診が行われますと

た。個人情報保護の意識が過剰とな

受診間隔を２年とするというような

がんを早期に発見できない、あるい

り、医療機関が煩雑な手間がかかる

指針の改正を行ったところです。次

は早期治療の機会が失われるといっ

のでそれを口実にしているのかもし

に乳がんでございますが、検診につ

た問題があるということであります。

れないが、なかなか難しくなってい

きましては対象を40歳以上の女性

また一方で本来、精密検査が必要で

ます。精度管理はコストがかかりま

とするということ、それから受診間

ないものに要精検と判定された場合、

すので、それを検診コストに積むよ

隔は２年に１回、さらに視触診とマ

精神的負担、あるいは身体的、経済

うにしなければなかなか難しいので

ンモグラフィを併用するというよう

的な負担があるということでありま

はないかと思います。

な見直しが行われております。続い

す。そういったところで、がんの死

て乳がんの検診の受診率ということ

亡率の低減効果がもたらされないな

ですが、昭和62年ですと5.4％、さ

ど、いろいろ効果、効率等が低下す

らに平成に入りますと12％台で推

るということで精度を上げていくと

がん検診の現状と将来
大澤 英司

今後はアウトカム評価重視
事業評価の取り組みですが、先ず

移しておりますが、上がってきてま

いうことが重要な課題でありまし

私のほうから

すが最近は横ばいということで、こ

て、国、都道府県、市町村、検診実

は、これまで厚生

ちらの方も受診率の向上が大きな課

施機関それぞれが役割を明確化して

労働省としてのが

題であろうかと考えられます。また

推進していくということであります。

ん対策に係わる取

最近の徐々にではありますがマンモ

市町村の役割ですが、がん検診指

り組み、現状と将

グラフィの機器等の導入に伴いまし

針に基づきまして適切ながん検診を

来ということで、

てマンモグラフィの検診も増えてき

していただくように実施機関を選ん

お話をさせていただきたいと思いま

ているということであります。

でいただくということであります。

す。皆様すでにご承知の通りと思い

続いて大腸がんの検診でございま

先程も価格の問題ということが出て

対 が ん 協 会 報

おりましたが、仕様書の中で設備、

（第三種郵便物認可）
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いてさらなる施策を考えています。

ればならないというように置き換え

人員、運営等といった基準を盛り込

杉村（日本対がん協会会長） 平

ていくことはできないんでしょう

んだ一定水準の検診事業者にお願い

成18年度予算の概要でマンモグラフ

か。努めるということは努めなくて

していくということが重要となって

ィの緊急整備23億円というのがあり

もいいという風に置き換える人がい

います。

ますが、半額補助です。なかなか十

るわけです。

検診実施機関については、がん検

分に利用されない状況に対して何か

垣添 大澤さんに答えを求めるの

診の指針を尊重していただきたい。

特段の工夫を考えておられますか。

は酷な話かもしれませんが、今のご

当該市町村に実施状況を正確にご報

大澤 ご指摘の通り国と都道府県

発言は多分、ここにおられる皆さん

告していただく、情報提供していた

あるいは市町村で半分半分という形

だくということです。また、感度、

です。
地方公共団体にご負担があり、

特異度などの精度測定、偽陰性とい

地方の財政状況も考えていかなけれ

は要するに三位一体か何かわかりま

ったデータ把握で自施設の精度向上

ばならないということですが、
目標と

せんが、本来国でやるべきことを地

に努めていただくことです。

しては17年度、18年度で500台です

方に任せてうまくゆくと思っている

が感じていられることだと思います。
坪井（元日本医師会長） 今の話

現在、プロセス評価ということで

が、
達成はそう簡単ではないというこ

ところに錯誤があるので、そこは基

撮影機器や撮影技師、診断医師の資

とでありますが、18年度もまだ残り

本から厚生労働省あるいは厚生労働

格といったようなところを中心に見

がありますので都道府県の担当者に

大臣がしっかり考えなければいけな

ておりますが、今後はアウトカムと

この趣旨をご理解いただいて、目標

いことかなと私はかねがね思ってま

いうことで検診受診率、
要精検率、
が

に近づける努力をしたいと思います。

すが、
だんだん受診率が減って、
受診

ん発見率、
陽性的中率といったよう

会場から 厚生官僚の方と直接お

率が減るというのは折角見つけられ

なアウトカムの評価指標の積極的な

話しする機会がないもので、２つほ

るのが見つからないということです

活用が重要になってくると思います。

ど質問と現状をお伝えしたいと思い

から、
もう少しお役所がしっかりやら

ます。今お話の中で市町村の役割を

なければいけない。われわれは地方

ご説明いただきました。この通りで

からそれを見て今日発表になってい

あれば何も問題ないのですが、これ

るような実績に基づいて進言してい

がん検診実施体制の強化モデル事業

は現実的には絵に描いたモチであっ

かなければいけないと思っています。

ということで、いくつかのモデル市

て、どこの市町村長さんもヒューザ

町村を選びまして、
がんの早期発見、

ーの小嶋を演じているんです。そし

早期治療に向けた効果的な手法につ

て私たち検診機関は姉歯を演じさせ

いて評価、検討するということで、

られているんです。このことをしっ

具体的には保健師等による訪問活動

かり把握いただいて、先だっての週

本日は精度管理

で受診者の状況を把握していただい

刊保健ニュースにもＷさんという名

の話ですが、午前

たり、要精検者に対する精密検査の

で記してあったが「これから姉歯を

中も何度も話しま

受診勧奨、当該市町村の受診率、要

出してはならない、姉歯を出さない

したが、がん検診

精検率、陽性反応的中度といた指標

ようしっかりやっていきましょう」

の最大の目的であ

を検証するということで、どのよう

という囲み記事がありましたが、現

る死亡率減少を導

な方法を活用していけば受診率が上

実には北海道から沖縄まで姉歯だら

くためには、がん検診のアセスメン

がっていくのかを検証していただく、

けといっていい現状をお伝えして、

トとマネジメント、この両者をそろ

というのを今要求しております。ま

精度管理をしっかり抑えていただか

って推進していくということが基本

た、
精度管理評価ですが、
がん検診精

ないと午前中の精度管理を高めてい

であります。がん検診のアセスメン

度管理の手法のための検討会を19

く研究をいくらしていただいても、

トといいますのは、現在の最新の知

年度も行っていくということです。

実行に移されないどころか、安かろ

見に基づいて本当に効果のあるがん

さらにプロセス評価、アウトカム評

う悪かろうの検診機関が横行して犠

はどれなのか、ということをきちん

価のマニュアルを作ったり、アウト

牲者は国民です。市町村の役割はあ

とした、科学的な根拠に基づいて確

カムについて達成すべき目標値を設

る種ペナルティを検討いただいてい

かめていくという作業であります。

定していくことがあります。市町村

いように個人的には思います。もう

一方マネジメントの方ですが、実

においていろいろなデータを精度管

一つの質問ですが、先程支部長会議

施のいろんなものに係わってまいり

理していくわけですが、全国ベース

の中で国民の責務というご説明があ

ますので、こちらはどうなっている

で一定の手法ができるようにと事業

りました。ここでがん検診を受診す

のかと現場から随分、ご要望がある

評価支援ソフトの開発も新規で予算

るように努めなければならない、と

ところですが、いろんな面で例えば

要求しています。これまでの流れを

いう責務があるそうです。努めなけ

モニタリングの面、精度管理はどの

踏まえて受診率向上、精度管理につ

ればならないではなくて受診しなけ

ように進めていくか、リスクマネジ

来年度に市町村モデル事業
平成19年度予算の概算要求では、

精度管理システム 現状と課題
濱島 ちさと
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メントという新しい課題、情報提供

ご覧いただいてすぐお判りのように

悪しを判断する材料にならないかと

をどのようにしていくか、様々な問

ちょうど７％前後で要精検率は推移

いうことで、要精検率とがん発見率

題点を抱えています。ただ、マネジ

しています。ほとんど変わりません

の組み合わせで精度管理を考えてい

メントは、あくまでもアセスメント

がこのごろやや低くなったかなとい

こうという一例をお示しします。が

をきちんとした、有効性のあるがん

う印象はありますが、ばらつきはあ

ん発見率と要精検率を考えると、も

をきちんと進めていくということが

りますが多少集約されてきているか

ちろん一番いいのは要精検率が低

基本概念であります。

なという印象が現在の段階です。た

く、がん発見率が高いという①にな

マネジメントの現状ですが、がん

だ外れ値の非常に要精検率の高い地

ります。逆に要精検率が高く、がん

検診のマネジメントというのは、こ

域、低い地域が存在しまして、こう

発見率が低い、という④が最大の問

れまでどちらかというと技術が重視

いった高い地域である北海道や滋

題のある地域です。またがん発見率

されていました。
技術といいますと、

賀、佐賀というのは、いつも割りと

が高く要精検率も高い地域②や発見

どういった検査方法をどういう風に

高い方に位置しておりますし、低い

率、要精検率ともに低い地域③もそ

してうまくやるか、私は胃がん検診

地域である青森、岩手、宮城という

れなりに問題点を抱えています。で

をやっておりましたので、どういっ

ところは比較的きちんと低く抑えら

きるだけ④を少なくする必要があり

たバリウムを使って、どういう撮影

れているという状況にあります。

ますし、①の地域であったとしても

法をするか、こういった検査方法の

一方がん発見率はどうかといいま

お手本になるほど本当にいいかどう

ガイドラインが非常に重視されてお

すと、
こちらも、
だいたい0.15％前後

か、本当に精度管理は適切かという

りました。また認定医制度、技師の

ですけれども、多少の推移は年次で

ことを見極めていく必要がありま

制度といったものも集団検診学会は

ありますが、
少しこころもちよくなっ

す。こちらは大腸がんで要精検率と

早いうちから手がけております。乳

てきているのかな、
というのとばらつ

がん発見率の平成13年から15年度

がんの方も乳がん精度管理中央委員

きが多少減少しているというのが最

のデータをプールしまして解析した

会でマンモグラフィの標準化や読影

近の特徴です。こちらも発見率が比

ものですが、これ見ますとかなり広

医の育成をしておりますが、こうい

較的高いというのが何県かあります。

く、広範に分布しています。一番い

った技術の精度管理がマネジメント

こういったがん発見率、要精検率

い地域も悪い地域もかなりあります

の中心を占めていたと思います。で

といった指標もありますが、もう一

し、それぞれ中身をもうちょっと見

すが精度管理というのはマネジメン

つ非常に大事な指標としては精検受

なければいけない地域もあります。

トだけではなくて、実際にはこうい

診率、逆に老人保健事業報告では精

一番悪い地域がだいたい４分の１、

った構造的なものからどういった形

検を受けたかどうか判らない精検未

東京を始めとして47都道府県のう

で運営していくか、そして最終的な

把握率という指標があります。こう

ち12都府県がこの部分に位置する

アウトカムである死亡率が減少して

いった指標というのは、ちゃんとし

ということになります。こういった

いくかということをきちんと把握し

た追跡調査をどのぐらい行っている

それぞれ地域ごとの格差があります

ていく必要があります。ただ最終的

かということを示しておりますし、

がもう少し詳しく見てみます。それ

な結果はなかなか把握が難しいとい

それが高ければ高いほど現状のデー

は地域ごとに要精検率が平均値より

うことで中間的な指標として様々な

タの信頼性を損なうということにな

上、下、がん発見率が平均値より下、

官庁統計などが活用されてきており

ります。平成４年から平成15年の

上という先程の４つの組み合わせの

ます。皆様よくご存知の地域医療・

間、精検未把握率というのは40％

ほかに、それぞれの地域の男性の受

老人保健事業報告ですとか対がん協

弱のところでほとんど変わっており

診の割合、65歳以上の割合、そし

会報などが、そういった情報を提供

ません。こういった状況はきちんと

て先程問題になった精検未把握率の

してくれるものです。また、そうい

評価するうえで十分信頼性の置ける

４つの部分で分けてみます。そうし

うものをどういう風に活用するかに

データがないという現状を物語って

ますと要精検率が低く発見率がある

つきましては、
「がん検診の精度管

いると思います。ですけれども現状

程度高い、比較的優秀と思われる地

理評価に関する手引き」というのが

の精度管理を見ていくうえで、こう

域①と、発見率が低く要精検率が高

平成９年にでております。

いった老人保健事業報告ですとか対

い④とを比べてみると、男性の割合

こういったものが現状のマネジメ

がん協会報のような統計資料は貴重

も65歳以上の割合も、都道府県単

ントなのですが、これまでに出た統

な情報になっています。精検未把握

位ではありますがそんなに変わりは

計から見てどういう状況にあるかを

率が高いのは東京や神奈川など都市

ありません。ですが未把握率をみる

大腸がんでお示ししたいと思いま

部ですが、ここを改善していくこと

と、明らかに成績が悪いところは未

す。こちらは老人保健事業報告に基

が今後の評価につながってきます。

把握率が高いということが判りま

づきまして大腸がん検診の要精検率
の推移をみたものです。平成４年か
ら15年までのデータですけれど、

現状データで精度を判断
現状のデータを使って精度の良し

す。また①についても男性受診の割
合がちょっと高めになっています。
もう少し詳しく年齢分布を見る必要

対 が ん 協 会 報
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がありますし発見率が高いのは初回

めながら一定水準の検診を供給する

精密検査のところでは関与している

受診者が多いせいかもしれません。

ということが現状で行われていま

が、スクリーニングのところではほ

このあたりをもうちょっと見極める

す。ただこうした目標値を定めると

とんど公のところで公的にやられて

必要がありますし、一番悪いところ

いうことはいろいろＲＣＴのような

いるのが多いのを私的な病院のとこ

に関しましてはやはり精検未把握の

きちんとした研究が行われている場

ろまで持ってくるのには、何が必要

状態をもう少し改善しなければ本当

合は比較的簡単ですけれども、実際

かを、日本の検診を変えようとして

の評価はできないということになり

日本の場合、例えば胃がん検診です

いるわけですから、ぜひわれわれに

ます。こういった地域差をきちんと

とか肺がん検診のようにＲＣＴが行

も示して欲しい。

見極めて、どのような改善に努めて

われていない検診もあります。
また、

いくかということが精度管理にも非

日本の実情ということで特別に高い

ときの基本概念として、
日本のがん検

常に大きく作用すると思います。

目標値よりも現状での見極めもしな

診は大きく分けて２つのタイプがあ

ければならないということもありま

るかと思います。一つは住民検診と

す。そういった場合に先程のベンチ

しての対策型検診、
先生がおっしゃる

ベンチマークで目標値設定

濱島 私どもガイドラインを作る

具体的に今後の精度管理の方法で

マーキングのような手法をとりまし

ように検診機関に委託されている部

すが、先ずきちんと現状を把握する

て医療サービスを評価するというこ

分もありますけれども市町村が主体

データを集めるということです。そ

とも考える必要があるかと思いま

にやっている検診です。
もう一つは任

のためには最近事業評価でいろいろ

す。こういったがん検診を評価する

意型検診、
人間ドックタイプで医療

検討されるようになりましたが、ち

場合、私はがん検診を特殊なものと

機関でいろんな検診の方法を設定し

ゃんと精度管理指標を決めてそうい

考えるよりは通常の医療サービスの

て独自にやっているものです。理想

った情報を入手する、そのためには

中でがん検診に応用できるものは何

的にはこの２つがきちんと有効なが

発見率、
要精検率、
精検受診率といっ

かということをもう少し検討したら

ん検診を正しくするという方向に向

たものも、
ただ丸めの総数だけでは

どうかとかねがね考えております。

けばいいと思いますが、先ずは問題

なくて、
年齢ごとや初回、
非初回の人
といった細かいデータが必要になっ

複合的なアプローチが有効

なのは対策型、公共政策としてやっ
ているものが正しい検診をきちんと

てきます。そのうえで、先程の都道

今まで精度管理の具体例をお話し

行うという方向を作っていくことか

府県格差のような問題点を浮き彫り

ましたが、受診率に対しましてもい

と思いますが、現状ではそこがまだ

にするためのベンチマーキングを行

ろんなプログラムが検討されており

足並みが揃っていないところにあり

って、適切な検診を行っているとこ

ます。これはＣＤＣ、コミュニティ

ますので、
そこをターゲットに向けて

はどこか、適切であると思われると

ガイドという公衆衛生ガイドライン

進めて、
うまくいった時点で任意型検

ころにはどういった問題があるか、

を作っておりますが、系統的な文献

診に幅を広げたいと考えております。

悪いところにいたってはそこを改善

評価をしまして、どういった方法が

するための具体的なところを検討す

受診率向上に結びつくかということ

る必要があります。こういったベン

を、子宮がん、乳がん、大腸がんに

チマーキングを積み重ねていくこと

ついて検討しております。受診者へ

によって、最終的には目標値の設定

の直接勧奨、手紙やはがきなどが受

今日は福島県の

ということも視野に入れて考えてい

診率向上に結びつく、あとは複合的

子宮がん検診の話

かなければならないと思います。当

なプログラムが、大腸がんは例数が

をさせていただき

座は先程の平均値も使えるかと思い

少ないということがありますが、非

ますが、福島県の

ますが、最良の結果を得られる地域

常に有効であるというような結論を

子宮がん検診は車

を参考にしながら理想的な数値を設

出しております。こういったことに

両検診と施設検診

定することも望まれると思われます。

関しては各国の医療制度や取り巻く

の２つの方式で行っている。検体は

こういった目標値を設定すること

環境で違いが出てきますが複合的な

すべて福島県の保健衛生協会で細胞

に関しましては、ヨーロッパのマン

アプローチというのはガイドライン

診の判定を行い、さらに今後の方針

モグラフィに関する精度管理ガイド

の実効性を進めるためにも非常に有

の決定も福島県の保健衛生協会で行

ラインというのがありまして、こち

効とされていますので、こういった

っています。このような検診をやっ

らはＲＣＴですとか既存の研究をも

レベルでも研究を進めていく必要が

ておりまして、福島県のデータを見

とに許容レベルと推奨レベルという

あるかと思います。

てみますと、精検受診率も95.8％、

福島の治療・検診最前線から
山田 秀和

形で目標値を設定しています。こう

坪井 これから国立がんセンター

がん発見率が0.08％と他の都道府県

いったものを基準にしてどういった

の中で検診に対するシステム、ある

と比べてみても遜色ないデータでは

改善策が必要か、どういった問題点

いは精度管理をする時に、日本の今

ないかと考えております。精度のよ

があるかということをきちんと見極

のお金が出てる検診が、医療機関は

い検診、受診率の向上、コスト競争、
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医療水準の均てん化、こういったキ

ます。福島県の中でのある市町村が

20代、
30代、
この辺が最近増えてき

ーワード中で福島の治療、検診の最

16年より隔年検診をいち早く導入

て福島県でも若年化の傾向がありま

前線から、自治体の反応などという

しましたが、その状況を見てみます

す。
宮城県のデータですが浸潤がん、

テーマを主催者からいただきました

と受診者数は11669人から5790人に

上皮内がんとも20代が右肩上がり

ので、できるだけこれに沿った話を

ほぼ半減して、要生検者数も142人

に増加していますが、それ以外の年

させていだきたいと思います。

から71人に、異型成数が31から26

代では減少あるいは横ばいというデ

に、上皮内がんの発見数が10から

ータが宮城県から出ています。福島

３、湿潤がんの発見率が２から１と

医大でのデータですが、20代の子宮

いずれも下がっております。

頸がんのうち、40％は子宮を現時点

検診隔年化で受診数は半減
先ず始めにがん検診の隔年化の影
響についてお話させていただきます。

以上の結果から福島県でも検診の

では温存できないⅠｂ期以上で発見

先ほど話がありましたように、平成

隔年化が進んできている。隔年検診

されております。要するに子どもを

16年に指針の改定がありまして、子

になっても受診率はほぼ変化なく、

生まなければいけない20代の方の

宮がん検診は２年に１回になり、対

従って受診者数はほぼ半減した。隔

10人のうち４人はこれまでは子宮を

象年齢が20歳に引き下げられまし

年検診を早期に導入した自治体の結

取らざるを得なかったことでござい

た。これが福島県の子宮がん検診の

果から、
がんの発見者数が減っている

ます。
その理由を考察してみると、
や

実施数です。昭和62年にはだいた

可能性がある。ただし本当に隔年検

はり20代ではがん検診の受診率が

い12万件ぐらいの子宮がん検診を

診によってがんの発見が減少し、進

30代に比べて極めて低い、従ってが

やっていたんですが、平成17年に

行子宮頸がんが増加するかどうかに

んの発見が遅れる、
進行がんが多い、

は６万件と半減しております。ここ

ついては、
今後の観察が必要である。

というストーリーだと考えました。

のところでの先程述べた指針の改正
も影響しているデータかと思います。

勧奨の仕方で受診率向上

これは福島県のだいたい人口20
万から30万人の市町村３つの15年、

市町村別に見てみますと、平成16

受診率向上が１つのテーマですの

16年、17年のがん検診の受診者数

年で隔年検診を実施していた施設は

で、
このことについて１つ２つデータ

を見たものですが、このＡ市は16

２つ、逐年検診、毎年の検診をして

を示させていただきたいと思います。

年から隔年検診を取り入れてますの

いたのが83ありました。一方平成

受診可能な施設別にみた受診率、ど

で、かなり下がっております。この

17年になりますと隔年検診をして

ういうことかといいますと、住んで

中で際立っているのがＢ市の17年

いたのは38、逐年検診は51市町村

る地域、居住地の医師会に限って受

の20代の受診者数が多い、他の市

でありました。このように隔年検診

診を認めている市町村と複数の地域

に比べても多いし15年、16年に比

が福島でも浸透してきたのが、検体

の医師会での受診を認めている市町

べても多い。これを見てみますと受

量にどのように影響を与えるのかを

村で受診率にどのような差があった

診者がこの年かなり多かったという

調べてみました。隔年をやっている

かとみると、やはり居住地に限定し

ことが判ります。これは一体どうい

25市町村は前年比で検体量が58.9％

て子宮がん検診を認めている地域で

うことなんだろうということを３市

とほぼ半減しております。一方逐年

は他の地域に比べてかなり低いとい

町村についていくつか検討してみま

を続行していた市町村は100％でほ

うデータがでました。次に検診可能

したが、この中で特徴的だったのは

ぼ検体量は変わらない。指針の一部

な期間についてみて見ますと、１ヶ

Ｂ市は20から39歳の対象者全員に

改正を取り入れて前年未受診者の受

月以内という非常に短い検診期間を

子宮頸がんに特化した、Ａ市もやっ

診を可とした市町村の検体量は

取っている自治体が26ありました。

ていたんですが、これは市民検診の

76.1％。この改正がどの程度影響し

これは他の２ヶ月以上、
あるいは５ヶ

受診票を送る、こちらは子宮頸がん

ているかというのは今後の評価だと

月以上の期間を取っている自治体に

のインフォメーションを強くアピー

思うんです。年齢階級別の数を見て

比べて、やはり受診率が有意に低い

ルして送るというような取り組みを

みますと隔年制を施行した市町村で

傾向にありました。こういったこと

Ｂ市でやったところ、この年20代

はほぼ全年齢層で半減している。20

から、
やはり検診はできるだけ長い期

の受診者数がかなり増えたというこ

代が増えていますが、このことにつ

間、
しかもどこでも受けられる、
理想

とでございます。先程の話もありま

いては後ほど触れさせていただきま

をいえばいつでもどこでも受けられ

したけど、こういった数値はものす

す。一方逐年を続行したところはど

るということが、受診率の向上につ

ごく大事なんだなと感じました。

の年齢でもほとんど受診者数は変わ

ながるのではないかなと考えました。

らないということでございます。

若年者に受けていただくために、

次に若年者の子宮頸がんと自治体

やはり自治体ごとに受診勧奨の仕方

受診率はどうなのか、といいます

の取り組みについてお話させていた

が異なるのは大きな問題ではないか

と人口に対する受診率は隔年検診、

だきます。これは福島県の年齢階級

と。できれば対象者全員に子宮頸が

逐年検診とも16年と17年とでは、
ほ

別のがんの発見者数ですが、
84年、
94

んの受診勧奨を行うことが大切なん

ぼ変わらないというデータでござい

年、
2004年と10年刻みで見てみると

だな、と感じております。
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ータなんですけれども細胞診クラス

いうのはアメリカ、ヨーロッパのデ

ⅢａでもＨＰＶテストが陰性であれ

ータでありまして、私は細胞診指導

最後にＨＰＶと子宮頸がん検診に

ば精検の回数を延長できないかとい

医をずっと前からやってますが、日

ついて少し触れさせていただきます。

うことが考えられています。こうい

本のサイトスクリーナー、それから

ご存知のようにHuman papilloma

ったことをもとに福島県では今後、

指導医は非常に能力が高いと思いま

virus ＨＰＶには子宮頸がんの原因

子宮がん検診の精密検診にＨＰＶテ

す。ですからあのような数字はあり

となるハイリスクＨＰＶが16番と

ストを導入して検診間隔を減らせな

ますけれども、アメリカとわれわれ

か18番とかいうのが存在いたしま

いかということに取り組んでいきた

の精度は違うんだと、非常にいい精

す。これまでのデータではアメリカ

いという風に思います。理想的には

度だけれども、問題は日本人の受診

で89％、
日本で72％、
子宮頸がんに

１次検診に導入なんでしょうが、ま

率が非常に低い、ということを問題

関与する。あるいは95年のＮＩＨ

だまだそこまでは到っておりませ

にすべきであって、われわれはこの

のデータでは99.7％、ほとんど全て

ん。さらにこういったことで本当に

いい精度でどのくらい一般国民が受

にＨＰＶが関与するという話もあり

がん検診は２年毎でいいのかという

診をしてくれるか、そこを何とか皆

ます。またＣＤＣ（米疾病管理セン

ことについても考えて、データを出

で考えて、国が主導権を握ってやっ

ター）によると50歳になるまでに

していきたいと考えております。

てもらいたい、という主旨が山田君

は女性の80％がＨＰＶに感染する。

杉村

ＪＡＭＡに出ている2001

今クラミジアとかいろいろいわれて

年の話ですが30歳以上についてで

ますが、性感染症としては最も感染

すね。お話聞いていると20歳以上

リスクが高いウイルスであります。

で４分の１が全摘しなければいけな

日本でどうなのかといいますと、新

いとすると、やっぱり20と30の間

潟大学の田中先生らのデータにより

も今になってみれば大切なのか。

ますと大体感染率というのは21％

山田

に話してもらいたいことですので誤
解しないで下さい。

乳がん検診の現状と課題
大内 憲明

私の個人的意見としては

私は今日、乳が

ぐらい。ここでちょっと細胞診に話

20代からＨＰＶテスト、一番大事

ん検診の現状と課

を戻してみますと、ここには細胞診

というと語弊がありますが、20代の

題ということで承

の専門家もいらっしゃるので異論も

若年者からやれればと考えています。

っているんです

あるかと思いますが、報告によりま

杉村 コストも大切だが、実際に

が、やはりいいた

何とかしなければいけないですね。

いのはがん検診も

すと細胞診の感度は50から60％、
最近でも70から80％、液状検体を

垣添 大内先生、
この次のご発表の

含めてがん対策基本法というのが今

用いたものでも85から95％という

中で触れられるかもしれませんが、

回できましたので、それをさらに徹

ことを踏まえて、新しい液状検体を

乳がん検診も２年に一遍になりまし

底するにはどうしたらいいかという

用いた細胞診でも15から35％のＣ

た。山田先生がいわれたように、同

ことを考えていただければと思って

ＩＮ３やがんが見落とされていると

じように例えば宮城県で随分受診率

います。

いう風に報告されています。

下がっているということありますか。

乳がんについてお話しますが、こ

福島医大でもＨＰＶの検査を試行

大内 結論的にいえばですね全体

しましたところ、
細胞診が正常なクラ

の受診者数は減っています。宮城県

増えてます。昨年は１万700名です。

スⅡが38人いたんですが、中で７人

対がん協会のデータで毎年大体５万

50年前の1500名から、なんと６倍

陽性で18.4％、やはりほぼ２割ぐら

数千人だったのが今４万ちょっとだ

から７倍に増えてまして、世界の先

いの細胞診が正常でもＨＰＶが陽性

と思います。２年に一遍ということ

進国の中では日本だけです。そこで

だった方がいらっしゃいました。そ

になってまして、奇数歳で分けてま

がん検診が機能しないということの

の他クラスⅢａで初回受診の陽性率

して、
単純に２倍しますと受診率は、

判断のもとに、私どもは95年から

は63.2％、
クラスⅢｂで81.3％、
クラ

具体的には15％から18％ですが、

マンモグラフィ検診の導入について

スⅣ、
Ⅴで人数は少ないですが100％

その２倍になりますので30％超え

努めてきたわけですが、この厚労省

の陽性率でございました。一方細胞

ます。昨年から全てがマンモグラフ

の研究班の中で一定の見解をまとめ

診クラスⅢａで経過観察中の患者25

ィ検診になりましたので、乳がん検

て、
その見解を一つの案としまして、

人をみてみますと、
細胞診が陰性化し

診については国の思惑通りに30％

垣添先生が座長をされました厚生労

た人が15人いまして、このうちのＨ

超えたということがいえると思いま

働省のがん検診に関する検討会で議

ＰＶの陽性率は13.3％、クラスⅢａ

す。２年に１回受けたことがあるか

論を重ねたわけです。これが２年ほ

が持続した人は３人、Ⅲｂに悪化し

と尋ねれば30を超えて50に近づき

ど前に定まったわけですけど、マン

た人が１人、
これは４人中３人、
75％

つつあるということです。

モグラフィによる検診を原則とし

のように乳がんの死亡者がどんどん

がＨＰＶが持続的に陽性でした。人

佐藤（福島医大） 山田先生がお

て、それを40歳以上とすることに

数が少なくてまだまだこれからのデ

示しされた細胞診は感度が悪い、と

改めました。ですから視触診単独検

（ 14 ）
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診というのがここで切れたことにな

んですが、これも国の事業として宮

さえなければいけないんです。ちな

ります。具体的に良い検診をするた

城県でスタートしたんですが、最初

みにオランダではマンモグラフィに

めにはどうするかということになり

は（マンモグラフィ読影医の）数、

よる要精検率は１％です。ですから

ますと、一つは受診率向上があるわ

これだけです。本当に少なかったん

まだまだこの辺はむだなことをして

けですが、さらには先程来問題にな

です。2000年、厚労省からの要求

いるということで効率性に欠けてい

っています精度管理で、精度管理に

は各都道府県に少なくとも５名以上

るといえます。こういったものを全

ついてもっと詳しくやりましょうと

の読影医を用意して欲しいというこ

国的にチェックする必要がある。

いうことで、そのがん検診の検討会

とでした。それをここでクリアしま

が精度管理に絞った議論を平成16

した。2004年の時点で3000名以上

年の暮れから始めたわけです。これ

確保しました。現時点では、直近の

最終的には死亡率の減少効果とい

は乳がんと子宮がんを対象として行

データですと7000名から8000名の

うことですが、
これは未発表ですが、

ったわけです。この中で精度管理そ

Ｂ以上の読影医がいます。同じこと

宮城県対がん協会で乳がん検診を実

のものをがん検診の事業評価という

がマンモグラフィを撮影する診療放

施したのが1989年、今から17年前

位置づけでやりましょうと、大きな

射線技師も約7000名以上が有資格

からです。そうしますとがん登録を

枠組みで議論したわけです。その中

者になっています。注目していただ

使ってみますと検診の受診日記をチ

では一つは検診機関の設備等のハー

きたいのは、この読影医数の推移と

ェックすることによって生存率がど

ドウエアや医師、技師等のマンパワ

いうのは、いろんな施策の動き、あ

うなったかをチェックできます。日

ーの確保についてはプロセス評価と

るいは研究の成果と連動してます。

本で初めてですが、マンモグラフィ

して、それから検診のデータ、受診

従って国が一定の指針を定めて動く

併用検診が視触診単独検診より乳が

率あるいは要精検率、精検受診率、

とそれに伴って世の中も動いてくる

ん術後の生存率が高かったというこ

陽性反応的中度等について、これを

ということがいえるかと思います。

とがここで示しているわけです。こ

アウトカム評価としましょうという

具体的なことを申しますと、プロ

れはおそらく日本で初めてマンモ検

ことで、これについて項目を定めた

セス評価の中で最近は、マンモグラ

診による有効性が一部示されつつあ

わけです。具体的には例えば乳がん

フィの機器整備、これは健康フロン

るということをいっているのかもし

検診においてはアウトカム評価とし

ティア戦略でマンモグラフィの緊急

れません。これで喜んではいけない

てこのような項目がいくつか列挙さ

整備ということで動いたわけですが、

んですが、先程来問題になっていま

れています。プロセス評価について

今全国に約3200台あります。デジタ

す（マンモグラフィによる）受診率

は、例えばマンモグラフィ検診につ

ルマンモグラフィについての診断基

ですが、日本は2002年のデータで

いて相当踏み込んだプログラムが完

準、あるいは評価基準を定めました

２％です。米国やヨーロッパでは

成してまして、医師、技師、それか

ので、最近ほとんどのマンモグラフ

90％近いです。宮城県対がん協会

ら撮影機器についてもチェックでき

ィはデジタルを購入されているよう

のデータですと、今だいたい２年に

るようになりました。そういったこ

です。しかも当初、撮影に関する精

１回とした場合、先程いったように

とを盛り込むことが主眼だったんで

度評価がデジタルは劣っていたので

30％超えてますので不可能ではな

すが、同じようなことが最近では大

すが、メーカー、あるいは技師さん

いんです。最近、マンモグラフィを

腸がん検診についても議論されまし

たち、あるいは研究班たちの努力に

原則とすることにがん検診の指針が

たし、今胃がん検診についても議論

よって最近のデジタルマンモグラフ

変わりましたので、これからマンモ

が始まったところです。

ィの精度は高くなっています。ＡＢ

グラフィ検診の受診率は少なくとも

先ずプロセス評価ということでマ

評価が実はアナログよりも良くなっ

２年に１回とすれば20％いくと思

ンモグラフィという今まで日本に無

ています。ということで今後は、デ

います。20％ではなかなか効果は

かった検診システムを作るために地

ジタルマンモを核とした乳がん検診

現れないと考えます。といいますの

元の医師会の先生方も含めて、協会

に変わっていく。

は、これは放射線医学総合研究所の

マンモ併用で有効性示す

の職員の方も含めて、全員がこれを

一方でアウトカム評価ですが、例

飯沼先生のデータをお借りしている

正しく読めなければいけない、とい

えばこれは視触診単独検診とマンモ

んですが、日本でマンモグラフィ検

うことがわかりましたので98年か

グラフィを併用した場合の宮城県対

診を行った場合に果たしてどのくら

らマンモグラフィ講習会というもの

がん協会のデータですが、こんなに

いの方が受診すればリスクを下げる

をスタートしたわけです。これは医

も違いますよということです。乳が

ことができるかというシミュレーシ

師向けと技師向けと２つありまし

ん発見率については２倍以上、陽性

ョン分析ですが、20％では相対リ

て、２日間講習で始めました。教育

反応的中度についてもそうです。た

スクはわずか0.93で１万人のうち

研修プログラムを作成しまして全国

だ、やはりまだ要精検率が高いんで

800人
（年に）
しか救えないというこ

展開したわけです。これを振り返っ

す。これは、例えばヨーロッパのガ

とです。
一方で70％までいくと0.75、

てみますと98年度にスタートした

イドラインからいうと７％以下に押

15％のリダクション効果が出て3000

対 が ん 協 会 報
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人救えるというデータです。こうい

て私どもはそのことを明らかにしな

してすっと入りにくいと思うんです

ったことを考えますと少なくとも

ければならない。とくに35歳代、

が。それは何故かというと不確かで

70％を超えないと、目に見えた死

ここはとくに罹患率が高いんです。

ありながらどんどん学問が進歩して

亡率減少効果につながらないという

子宮頸がんに比べても罹患率は４倍

いく、不確かでありながら対策とい

ことがいえるかと思います。

も高くなってます。ここを置いてい

うのはどうしなければいけないと、

アナログマンモグラフィからデジ

くわけにはいかない。それから40

いうことによる矛盾だと思いますが。

タルに変わってきたということは何

代が一番高いわけですが、ここはマ

が起こるかといいますと、先ずフィ

ンモグラフィの弱点です。ここをカ

一方では超音波検診だと、いうこと

ルムレス環境とともに同時期に過去

バーできるような検診システムを作

も含めてですね。今ですね乳がん検

画像を同じテーブルの上で見ること

らなければいけないということで

診において死亡率減少効果が証明さ

ができる、いわゆるリファレンス画

す。私どもは今、日本乳がん検診学

れているのは、40歳以上のマンモ

像としてチェックできる、即ち2年

会あるいは超音波の診断基準の学会

グラフィ検診だけなんです。世界ど

前の写真と比べることができるわけ

がありますが、そこと一緒になって

こを見ても。ところが一方、日本で

です。そうすると明らかに質の向上

ガイドラインを策定しています。

は視触診をやってきた、あるいは超

になります。要精検率は下がります

大内

マンモグラフィを進めて、

結局がん死亡率を減少させるには

音波を途中から導入したという土壌

し、陽性的中度も上がるでしょう。

どうしたらいいか。乳がんに限って

があります。とくに超音波検診につ

結果的に受診者が余計な検査を受け

いいますと、
私たちが従来いってきま

いては日本は多くのデータを持って

なくてすむことになりますし、何よ

したようなことです。先ず医師の教

いるんですが、有効性を証明しきれ

りその人のデータが蓄積されること

育から始まりシステム、システムに

ないんです。私たち研究のレベルか

になります。そういった意味でデジ

ついては日本対がん協会あるいは地

らみますと超音波併用した方がいい

タル化はどうしても必要だったわけ

域の分科会、そういった方々が苦労

に決まっているんです。データを見

です。今、デジタルについてはハー

されてますがそういったことを我々

れば見るほどこれは乳がん発見に強

ドコピー診断、いわゆるフィルムに

がバックアップするためにも、今回

力なパワーを持っているんです。た

焼き付けての診断からモニター診断

のがん検診の事業評価は大きいと思

だしエビデンスがないということで

に変わりつつあります。将来的には

います。これは厚生労働省の中で議

ペンディングの状態なんです。

そこにＣＡＤなんかも組み込んで、

論をされて一定の見解が出たわけで

杉村 データがないということと

あるいは遠隔支援診断も含めて日本

す。これが乳がん、子宮がんに始ま

無効であるということがごちゃごち

全国で本当に均質にできるようなシ

って今、
大腸がんで、
現在は胃がんの

ゃになっている。データがないとい

ステムができることを願っています。

検討も始まってますが、これが具体

うことはそれが有効でないと証明さ

化することが最も大事だと思います。

れたわけではなくて、有効であると

受診率の向上についてはいろんな

いうことが証明されてないこと。２

超音波検診の方向性探る
一方でマンモグラフィには限界が

視点を考えなければいけません。今

年３年経つと世の中がどんどん変わ

あります。ご存知のように若い女性

の検診費用が財政支出となってます

っていくわけで、動的な進歩を織り

に乳がんが多い、
とくにアジア系に。

ので、
その部分を議論しなければいけ

交ぜながらガイドラインができない

そこで私どもは今、超音波検診につ

ないのですが、
先ずは啓発です。女性

と本当は困ってしまうのではないか。

いてより具体的な方向性を探ってい

の乳がんに関する知識不足がありま

ます。
これは栃木県のデータですが、

す。先程の子宮がんについても同じ

す。ガイドラインというのは固定し

マンモグラフィ検診と超音波検診で

ことですが、
そういうことをきちっと

たものではありませんから、学問の

発見される乳がんです。お互いに欠

啓発する必要があるということと、

進歩に応じて改編されていくものだ

点を補っているという性格、いわゆ

今回大きいのは、がん対策基本法の

と思います。

る相補性ですので、超音波検診の活

中でわれわれの責任も明記されてい

武藤（癌研有明病院院長） 何年

用が期待されるわけです。今回のが

るんですが、
国民、
あるいは市民に対

も前から指摘されてますが受診率が

ん検診の改正によって40歳代以上

して、
がんに対する正しい知識を持

上がらないというのは最大の問題で

になりましたので30代は切り捨て

ち、
がん検診を受けるよう努めなけれ

す。外国であれだけ高いのは何か工

られたというような印象があるかと

ばならない、
と書いてあるわけです。

夫をしているに違いないから、それ

思いますが、実はがん検診検討会の

杉村 学問が進歩するのはしょう

の中からレッスンが得られないかと

報告書の中には30歳代については

がない、アナログからデジタルの方

いうのが一つ。皆さん基本法ができ

検診はやらないとは書いてないんで

がいい、30代から超音波をやった

たから大変いいと、
それはできないよ

す。あれは視触診及び超音波につい

方がいいと、ところがガイドライン

りはいいんですが、努めることと書

ての検診の有効性について研究をす

はついこの間見直されたと、いうよ

いてあってもそんなに急に増えると

ること、と書いてあるんです。従っ

うなのは普通の人にはぐにゃぐにゃ

は私は思いません。もう少し具体的

垣添

ご指摘の通りだと思いま
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なことを考えないと待ってるだけで

同時期に保険点数化になっていま

市町村との間で差が出るということ

はいつまで経っても進歩しませんね。

す。
ただ問題はいくつかあるんです。

を明らかにしようとしているのか。

マンモトームというのは高いです

大澤 具体的には、もしこの予算

し、太い針を刺すので下手して胸郭

が認められれば、１都道府県当たり

までいってしまうかもしれません。

例えば２カ所ぐらい、とくに熱心に

身まで入らないとできないんではな

そういった意味では今後、慎重にな

取り組まれているような市町村をピ

いでしょうか。税金はもう無理なん

らざるを得ないと思います。

ックアップして参加を募りまして、

一般財源化で失われた10年
大内 おそらく保険医療制度の中

です、
何度議論してもだめなんです。

総合討論

２年前の宇都宮の時に、辻先生がい
ってました。平成10年の老健事業、

垣添

いま垣添先生がおっしゃったような
データベースとか、台帳管理とかを

本日のテーマであります

どのようにやっているか、そういっ

がん検診事業について一般財源化し

「がん検診の質的向上をめざして」
と

たデータを全国ベースで集めて比較

たと、そのことによってがん検診が

いうことで、あとしばらく時間をい

検討して、どのような手法でやれば

後退した。それ以来、失われた10

ただいて総合討論したいと思います

受診率の向上につながっていくのか

年と彼は言ってました。平成10年

が、やはり先程議論が沸騰しかけて

を整理して、また全国的に還元して

の一般財源化とは何だったのか。そ

おりましたがん検診の受診率の向上

いきたいということでございます。

の場合、もうちょっと仕組みを考え

ということに関して何かありますか。

て欲しかった。インセンティブを与

杉村 例の一般財源化のころ、そ

保険会社が検診に報奨金を
垣添 保険会社が検診でがんを発

えるための仕組みが働いていない。

の前に総務庁がいろいろ調べたんで

仕組みを変えない限りはおそらく受

す。ひどい話で、受診率が低いから、

見された方に対しては何らかの報奨

診率は上がらないと思います。

高いものなら続ける価値があるが、

金を出すとかの工夫はできないもの

やめる方がいいと、いうような論理

でしょうか。アメリカで乳がん検診

だった、僕の記憶では。そもそも国

が７〜８割いってるのは、それに係

大内 ですから国民の自主行動で

の考え方が、医療もそうかもしれな

わる人にインセンティブが働くから

すね。
自分の健康にとって大事だと、

いが、
なんとなく合理的じゃないんで

ということですが。

例えば乳がんなら40代や若年層に

す。ただただ効率、低いものに対し

濱島 日本のがん検診受診率が低

一番なりやすいがんであること、若

て援助してるから効率が悪いからや

いのは確かに事実ですが、例えば欧

くして命をなくするというのは、あ

めると、いうような単純な話で大切

米の受診率はモニタリングの仕方が

る意味インパクトはある。

なことが決まってしまう風潮が10

違うということも大事な要因なのか

年ぐらい前から日本に起こり始めた。

と思います。１つは欧米でとくに乳

マンモトームというお話が聞けなか

垣添 それを契機にして、いわゆ

がん、子宮がん検診で効果の確立し

ったんですが、マンモトームの検査

る質の悪い検診がどんどん入ってき

た検診については、どこをターゲッ

方法はまだ明確化されていないので

て安く入札していくということが、

トにするかをはっきり絞り込んで、

しょうか。

多くの支部の皆さんが感じておられ

例えば50歳から69歳とか年齢を区

大内 マンモトームといいますの

ることだと思います。先程大澤先生

切って、そこの名簿を管理したうえ

は、正式名称は乳腺腫瘍画像化吸引

のお話しの中にありました平成19

で直接的にきちんと勧奨するという

術といいまして、マンモグラフィ上

年度の市町村におけるモデル事業と

組織型検診という型をとっていま

でしか見えないような石灰化とか小

いうのは非常に重要だと思います。

す。その人たちが確実に受けられる

さなマスとか、あとは超音波でもわ

直ちに答えはもちろん出ませんけれ

受け皿をちゃんと確保するためにも

からない、触ってももちろんわから

ど、財務省とかとやり取りする際に

２年とか３年という間隔で受けてい

ない、そうすると位置決めがわから

は、やはりデータがあれば考えると

ますので、そういった分母の部分の

ないということで、３次元的にコン

か、検診に国の財源を投入するとい

見直しも必要かと思います。本当に

ピューターシミュレーションしなが

う時に厚労省のお金の取り扱う局は

必要な検診を必要な効果的なところ

ら、マンモグラフィをもとに太い針

やはりデータがあれば考えますとい

にきちんとターゲットを決めて供給

を刺すんです。コア生検といってま

う言い方をされるわけです。そうい

するということが１つで、そうしな

すが。これはマンモグラフィ検診が

う意味で平成19年度予算要求して

いと満遍なく40歳以上というとな

スタートするとともに増えることは

いる市町村におけるモデル事業とい

かなか名簿を管理するということも

わかってましたので、当時の三浦課

うのは台帳管理をして対象群をきち

難しくなりますし、全員に勧奨する

長とも相談しまして厚生労働省の中

っと把握して、それに対して例えば

ということも困難になります。とく

でもいの一番に保険収載していただ

乳がんだったらＡ群は今年、Ｂ群は

に都市部では。そういうことを考え

きました。ですから2004年４月か

翌年というような形できちんとそう

ると、先ず正しい検診を選択する、

らマンモグラフィ原則40歳以上と

いう管理をした市町村とそうでない

それはガイドラインに基づいて有効

武藤 具体的には増えない。50％
以上にはならない。

会場から 大内先生のお話の中で
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性のあるものにする。そしてその中

る。この数を把握するシステム、折

で最も効果的だと思われるところを

角厚生省と労働省が一緒になったの

対策型検診のターゲットにして、そ

に、
それができないというのが現状。

はね除けていくためにそういった法

の人たちが十分受診できる環境を作

本当の受診率はどのくらいであるの

律の後押しが必要なんではという議

るために、ある程度効果との勘案が

か。それから国でやっている事業に

論がちょっとあると聞いております。

ありますけれど２年置きにしたり３

ついては、婦人科だけでいえば精度

富永（対がん協会評議員） 受診

年置きにしたりということもプラン

はかなりいいと思っています。ただ

率の向上につきまして、厚労省の大

ニングしたうえでその検診を進めて

し事業所検診はただやりっぱなし

澤先生にお伺いしたいと思います。

いくということも受診率を上げる１

で、その後どうするかというきめ細

98年に老健法の５部位の検診が一

つの対策だと思います。それが先ず

かさがないという問題が起きている

般財源化されました時に厚労省の私

基本的に是正すべき点だと思いま

んだと私は思います。事業所検診の

どもに対する説明で記憶している理

す。ただ現状でどういう風に変えて

実態を早く調べて、それでも低かっ

由が２つございます。
１つはですね、

いくかという点では、先程ＣＤＣで

たら、どうしたらいいかということ

がん検診は既に国民の間に習慣とし

レビューをした例を示しましたが、

を考えてやった方がもっと受診率は

て定着してきている、という認識が

やはりいろいろ受診者に直接アプロ

あがると思います。

ありました。もう１つは、これから

おりません。
垣添 個人情報保護法のバリアを

ーチする方法が最も効果的といわれ

垣添 事業所検診の把握が不十分

の時代はもう、自分の健康は自分で

ています。例えば手紙を出したり、

であるというのは、
よく判りますが、

守る時代なんだ、とそういう思想が

電話をしたりというような個別のア

一方でがんで亡くなる方は、いくら

背景にあったという風な説明を伺い

プローチが確かに効果的だといわれ

高齢者が増えるといっても日本でど

ました。当時のお金として600億円

ていますけれどもそれも100％では

んどん増え続けるというのは、
やはり

と記憶してますが、そのくらいのお

ない。ほかのクリニカル・ガイドラ

検診が十分効果を発揮していないと

金が老健法から外されて一般財源化

インをみても、いろいろなアプロー

いう１つの表れではないでしょうか。

で総務省の方に移りまして、地方交

チの仕方があって、
患者さんにアプ

会場から 先生おっしゃる通りで

付税として交付されたという経緯は

ローチしたり、
医師にアプローチし

すが、
その中には検診しっぱなし、
あ

ご案内の通りであります。当時、５

たり、いろいろな方法があるんです

なたは精密検査したほうがいいです

部位の受診率というのは部位によっ

が単独ではなかなかうまくいかなく

よ、
という時に受けていない、
という

て差はありましたが、1 0 ％から

て、やはり複合的なアプローチが最

ように会社はぱなしになっている。

20％の間だったと思います。その

も効果的だといわれています。それ

そこのところも私は重要だと思って

後、健康日本21とかいろんな運動

は当然がん検診でも応用されますの

います。
事業所検診の実態について、

があり、私どもも一生懸命応援した

で、そういった形で啓発を受診者だ

私の地元の福島県でも一生懸命やろ

わけですけど、依然として５部位の

けでなく医師、医療従事者など皆に

うとしているんですが、県にも頼ん

受診率というのは、相変わらず

いろんな形の啓発活動をしていくこ

でいますが、把握できていません。

10％から20％の間、平均では17％

とが常時必要だと思います。あとは

垣添 個人情報保護との関係です

ぐらいで止まっているということ

費用の面でインセンティブをつけ

か。

で、対象者の５人に１人弱というと

る。受診者にただにするとか、例え

会場から それもあると思います。

ころに止まっている現状がありま

ば医師に、自分が係りつけ医になっ

垣添 大澤先生、今の個人情報保

す。これはやっぱり25％、場合に

ている患者さんが受診したらボーナ

護と検診あるいはがん登録のことに

よっては50％にするということに

スを払う、そういうことでイギリス

つながっていくことかもしれません

しないと、なかなかがんの対策には

などは一応効果があるという報告も

が、そのあたりについて。

有効性を発揮できないというような

ありますけど、一方そういう金銭的
インセンティブをつけてもあまり効

がん登録は将来的な課題

ことになると思います。対がん協会
というところに身を置いてこういう

果が上がらないという報告もありま

大澤 今回のがん対策基本法の議

発言をするのは辛いんです。やはり

すので、そういった方法が果たして

論の中でも、登録をどうするかとい

この問題は民間の運動だけでは限界

わが国で、医療制度は大きく変える

うのがあがったようですが、個人情

があって、行政、国と自治体のサポ

ことはできませんので、馴染むかど

報保護等との関係で今回は実現しな

ートといったものが是非とも必要だ

うかということも検討していく余地

かったが、将来的な課題として残っ

と思います。そういう風に思います

があるかと思います。

ていると思います。

と老健法から外した時の認識は、私

会場から

垣添 がん登録法というような話

は誤っていたと思います。現在、私

婦人科の検診率が低いということに

が伝わってきますが、そういう検討

は地方自治体に関係する仕事をさせ

ついていいますと、実際は事業所検

はされているんですか。

ていただいてますが、そういう中で

私は婦人科ですから、

診でかなりやられている可能性があ

大澤 そういうことは把握できて

みましても地方自治体の中でとくに
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県のがん検診受診率向上に対する貢

都市部の受診者数を上げれば全国的

を働きかけるノウハウを何かアドバ

献度というか影が非常に薄い、とい

にも、都道府県レベルで上がるわけ

イスしていただければと思います。

う風に感じます。これは老健法時代

です。現実に、福島県でも私がそこ

大澤 今後の予算のところで話題

に、国３分の１、県３分の１、市町

のところ担当してまして地域的に広

となっておりますが、例のモデル事

村３分の１という財政負担をして、

いですが、いわゆる医療過疎と医療

業というところで受診勧奨ですとか

その中から県が外れたというところ

の充足しているところ、これを同じ

受診率向上に向けた取り組み、精密

にも原因があるような気がして、今

土俵で考えているのが、先生方も厚

検査の受診状況とか、とくにうまく

要するに県は市町村に対して、ある

生労働省も一緒だと思うのですが、

進んでいる事例をピックアップし

いは住民に対して、がん検診につい

同じ土俵で考えるのではなくて、医

て、そういうのを還元できる方向に

てはお金も出していないのであまり

療過疎の町村というのは保健師さん

持っていければと思います。

強いこともいえない。ですから数字

が今、介護のところで大変なんです

を上げて来いということ、それを厚

けども、受診してくださいというこ

受診率向上といわれて久しいのです

生省に報告する、というようなこと

とで、受診しなければ村八分になる

が、
全く上がる気配がない。今、
市民

についてもやはり意識が薄くなって

ぐらい、町村では80％あるいは90％

の中には自分の健康なんだから自分

いると感じます。こういったことに

の受診率を挙げたところもあるんで

で守るというのはいいんですが、
自分

つきまして厚労省としましては現状

す。福島県の医療の充足していると

の健康なんだから構わないでおいて

認識、今後の対応についてどのよう

ころですと10％とかの受診率なん

くれと、
いくら勧めてもそれに乗って

にお考えになっているのかお伺いし

です。肺がんの個別検診から始まり

来ないというところがございます。

たいと思います。

ましてずっと見てきましたが、いわ

そもそもの始まりは何かといいます

大澤 先程の発表と少し重複もあ

ゆる受診機会を都市部で上げること

とやっぱり私はがん検診料の一般財

菊地

現場から申し上げますと、

ろうかと思いますが、
乳がん、
子宮が

になりますと受診率はすごく上がっ

源化だったと思います。
市民には、
が

ん検診につきましては、啓発で1.2

てきます。ひいては県全体の受診率

ん検診は大した問題ではないという

億円と、かなり財政当局からも重要

も上がってくると思います。１つお

概念が染み込んじゃった。市町村も

だと認められたんだと思っておりま

願いしたいのは、医療過疎のところ

がん検診というのは非常に大切で、

す。具体的には普及啓発事業という

には対がん協会含めていわゆる受診

市町村が責任もってやるべき仕事で

ことで冊子ですとかポスター、パン

機会の少ない集団検診のバスが年１

なくて介護とかそういった方に力を

フレット、それからとくに都道府県

回とかで、そこのところも受診率が

入れるという風になっちゃったんで

単位でのシンポジウムというような

下がってきてますので、そういうと

す。ですから私は、
そういうことはで

形で地道に開催し、継続しながらや

ころは年２回とかいう風に努力をし

きるかできないかわかりませんが、

っていく必要があるのかなというと

てもらえないかと。一般財源化され

がん検診補助金の一般財源化という

ころであります。都道府県の関与が

てかなり無理なところがあると思う

のを昔に戻して、補助金をがん検診

低いのではないかというような意見

んですが。もうひとつは受診のあと

補助にあてるひも付きの財源にでき

もいただきましたが、今までの精度

の、
先程要精検の話もありましたが、

ないかと思っております。それがで

管理の委員会等の中で、国、都道府

医療が充足しているところは施設個

きますと市町村もはっきりそれに目

県、市町村等が役割分担して進めて

別ということで受診機会を広げてあ

覚めてきますし、
一般市民もやっぱり

いかなければならないとして、とく

げればですね、受診者はいつでもか

これは国を挙げてのことであるとい

に県は保健所という専門的な仕事を

かれるということで都市部が上がっ

うことで検診しようという気になる

していただいているということであ

てきます。私が肺がん検診のモデル

と思います。そうでないといくら普

りますし、地方分権推進の中で直接

事業で最初、タッチしました時に、

及事業をやっても何の役にも立って

的な保健福祉サービスはかなり市町

福島県の郡山でやりましたが神戸の

いません。がん対策基本法で国民の

村に担っていただくことになってい

方からモデル事業として入ったんで

責務であると。そうならば受けなけ

ますが、
とくに県レベルとしては専門

すが、受診率１％というところで議

れば何らかのデメリットが出てくる

的なところ、技術的なところを保健

論をしてまして、こんなモデル検診

とか、そういう風な法律展開がこれ

所等を活用しながら広域での市町村

があるのかなと思いました。ですか

から出てくるかどうかお伺いしたい。

の格差ですとかを分析していただい

ら網で、目の細かいので、細かくい

大澤 個人的なデメリットという

て、とくに技術的支援に当たってい

ろんな検診を質を上げてやるより

か、受けなかった人が不利益を蒙る

ただきたい。また成人病検診管理協

も、いくらでもいいですから少し粗

というのはなかなか難しいというこ

議会等を活用した周知も役割明示さ

くてもいいから大きな網で受診者を

とで、できるだけがん検診の大切さ

れており、今後都道府県の役割が明

受診する方に引っ張ってって欲しい

をＰＲしていく方向を推進できれば

確になっていけばと思っております。

と、そこのところは厚生労働省含め

と思います。

会場から

受診率を上げるには、

県も含めて都市部にですね、その辺

垣添 これは２年前の対がん協会
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のシンポジウムでも検診を国策でと

ずっと思ってます。いくつかそうい

方の頭の中で非常にはっきりしてい

いう議論をされておりました。

うシミュレーションをしてもらいま

るわけで、どこをどうボタンを押し

したが、現実のデータを求められて

ていけばいいかということも判って

なかなか突破できないんです。

いるわけですから、最大限の努力を

山田 今、職場の検診の話も出ま
したが、
集団検診というのは少なくと
も医療機関で保険診療でやっている

坪井 一般財源化から特定財源に

人もかなりいると思います。実際の

戻すという話が出ましたが、私はで

ところ大体保険点数で300点、3000

きると思います。何か訳のわからな

この会はいつも国策まで持っていけ

円ぐらいの３割負担ですから1000

い理屈で、三位一体とかね、地方財

そうな動きになっているんだと思い

円で、いつでもどこでも受診できる

源の中に権利を持ちながら責任を放

ます。具体的に垣添先生が座長をさ

細胞診が現に存在しているんで、そ

棄したみたいな形になっているわけ

れてがん検診検討会が発足して、事

ちらの方に流れていくんではないか

ですから。それを大澤先生に迫られ

業評価という大きな枠組みでもスタ

と思います。やっぱり保険診療と検

ても、答えようがない。だから、こ

ートしたわけです。明らかに動いて

診ということの整合性をとるという

れは垣添先生の務めだと思う。例え

いるんです。がん対策基本法の中に

のも非常に大事なことだと思います。

ば大内先生がおっしゃった 7 0 ％

も事業評価が入ってますし、がんの

20％の問題、濱島先生がおっしゃ

予防についても詳しく書いてありま

った、こうすればこうなりますとい

す。これを具体化するにはどうする

武藤 検診を受けないと損すると

う話、厚生労働相でも総理大臣でも

かというと、がん死亡の低減を国と

いう１つとして、検診で見つかった

いいけれど、
「こういうことでがん

して図るといってるんですから国策

時の費用と進行がんになった時の費

が無くなるから金を出しなさい」と

ですよ。国策として進めるためには

用をマスとして計算する、おそらく

いう話をしないと永久によくなりま

法律を変えなければいけないと私は

濱島さんは非常に数字が得意らしい

せんよ。私がさんざんいったってな

思います。垣添先生が厚生労働大臣

から、シミュレーションを行いまし

らないんだから、中々大変だけど先

とお話されて具体策を出していただ

てね、国として検診事業が10％し

生ならできるんではと思いますが。

きたいと思います。

かない場合と100％の場合とどれぐ

70％だという、アメリカが何故そ

垣添 今度内閣が変わりますけれ

らい違うかと計算することはできる

うなったかという実績があるわけで

ども厚生労働大臣に対しても、財務

と思います。それを個人にフィード

す。お金を使えば、ボランティアみ

大臣に対しても、あるいは総理大臣

バックしますと、例えば大腸がんに

たいな人が一生懸命引っ張り出すわ

に対しても、このがん検診の重要性

ついていえば内視鏡でもってプリペ

けです。ああいう労務費みたいなも

あるいは現状では今の困難性を打破

クトミーできれば１万円で済むのが

のは日本では絶対出てこない、今の

できないが、これを突破した時に国

ですね、ほっといて肝転移になった

ままでは。それから濱島先生がおっ

民が受けるメリットを十分話すこと

のを今、フォルフォックスにさらに

しゃった論理もがんセンターの研究

はできると思います。私も最大限努

アドバンシング使ったら月に何十万

所でやってるものも絶対正しい。あ

力したいと思います。大内先生は大

円とかかる。さらに死ななくちゃな

れを法制化するにはお金が出てこな

変説得力のあるデータをお示しにな

らない。その損得をもっとはっきり

ければいかん。財務省含めて説得す

りましたけど、是非お願いしたいの

出して、
それだけじゃないですけど、

るのには折角こういう会でみんなで

は、対がん協会は朝日新聞が後援し

そういうことを出していただくと患

話をしたんだら、それを持っていく

ておられますので、
「私の視点」だ

者に説明する時もこれだけ違います

べきだと思う。政府のあるいは政治

ったか、ああいうところに、一般の

よということがいえますし。そうい

家の中央に。垣添先生がいえば聞き

人に対してがん検診の意義、しかも

う試みはないんでしょうか。データ

ますよ。
だからこういう会の成果で、

乳がん検診でマンモグラフィなどで

として見たことないので、是非出し

より具体的な政策を出して、こうい

きちっとやれば死亡率減少効果が出

ていただきたいと思います。国家的

う政策をすればがんが治る、だから

てるということを是非訴えていただ

にもやっぱり損しているんです。そ

お金を出しなさい、と。この会の成

きたいと思います。ここにおられる

こを財務省に持っていく時につっつ

果を垣添先生に持っていってもらい

皆さん方もあらゆる機会を捉えて一

くなど、そういうことが必要ではな

たいと思います。

般の方々に働きかけていただきたい

検診の経済的効果試算は

いでしょうか。

垣添

したいと思っています。
大内

今の発言は大賛成ですが、

私は来年３月で退官です

ということをお願いいたします。精

垣添 おっしゃる通り。医療経済

が、対がん協会の理事も勤めさせて

度管理の問題は十分議論できません

的観点から早期がんを見つければ一

いただいてますので、検診の問題は

でしたが、しかし、皆さん方が検診

時的に医療費は上がりますが、治療

全力を挙げて戦おうと思っていま

で日頃感じておられる問題の多くは

費は全然安いですから、進行がんで

す。依然として大きな問題があるの

触れていただけたのではないかと思

治療するのに比べたらトータルとし

は皆さんご承知の通りですが、何を

います。これで本年のシンポジウム

てみると医療費削減に有効だと私は

解決すべきかということは、皆さん

は閉じさせていただきます。
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がん研究、がん診療、
がん対策、がん患者
〜私的経験を含めて〜
日本対がん協会会長

杉村

すぎむら・たかし

1926年東京

生まれ。東大医学部卒業。東大医科
学研究所教授を経て84〜91年国立
がんセンター総長。92年から同名誉
総長、
93年から日本対がん協会会長。
番最初なんです。そのころとくに子

隆

どもの煙突掃除人が一生懸命働いた
んです。今のような児童何とか法な

ただいまご紹介に預かりました杉

はどういうことかというと前立腺が

んてものはないもんですから。なぜ

村でございます。福島県の方は大変

んとか乳がんというのは割合と経過

子どもが働いたかというと煙突を掃

優しくてですね、私が、がん、私的

が長いんです。だから亡くなる方の

除するのは暖炉から入るから太った

経験を含めて、と題をつけたし、３

数よりも、見聞きする機会が多くな

人は入れないんです。子どもは小さ

年前に胃袋を全部取ったということ

るんです。すい臓がんというのは短

いから入れるというわけで掃除をし

を、お考えいただいたので、こうい

い。おととしの癌学会のときに立派

た。絵を見ると親父さんと子どもが

う座ってお話をするという席を作っ

な講演をされた月田さんという京大

一緒に仕事をしています。それでが

て下さいました。

の教授がいます。偉い先生です。若

んの原因と結果を考えるようになっ

い方ですが、その時具合が悪くて１

たのです。信州の上田のお生まれの

年で亡くなられました。

山極先生が、それを明らかにされま

今年度の対がん協会の大会が、こ
の福島で行われ、たまたま福島県保
健衛生協会が30周年を迎えられて
いますので、私としては大変光栄と

がんは古く恐竜にもあった

した。山極先生は結核になられてず
いぶんご苦労なさったんですが、ウ

思っております。今入ってくる時に

そういう訳で戦いは多岐にわたっ

サギの耳に長いことコールタールを

がん克服者の会の方から、これをい

ています。がんといっても種類がた

塗って初めてがんを作った方であり

ただいてまいりました。
「向き合お

くさんある。がんというのは大変古

ます。それが90年ぐらい前で、さっ

う！

い病気であります。古くは恐竜の骨

きの疫学の話が250年ぐらい前で

今年のスローガン、結構でございま

にもある。ミイラにもあります。広

す。70年ぐらい前に、外に展示がご

す。私は今日の「がん研究、がん診

い病気です。人間の病気であります

ざいますが、私どもが直接お会いし

療、がん対策、がん患者〜私的経験

が、ほかの哺乳動物にもあります。

たこともある尊敬する、この福島県

を含めて〜」で、少し患者の立場に

わがペットも18年ぐらい生きまし

の浅川村のご出身の吉田富三先生が

立ってお話をしてみたいと、思いま

たが、最後は乳がんで死にました。

長いこと苦労されてネズミにアゾ色

す。

哺乳動物以外にも魚や鳥にもありま

素を食べさせて初めて、さっきは皮

あなたの体と

がん年齢」

ご存知の通りがんで亡くなる方

す。鳥のがんウイルスの研究はがん

膚がんでしたが、今度は内臓にがん

は、一生懸命やっているから減って

ウイルスの研究に非常に役立ちまし

を作られたわけです。内臓にがんを

いるがまだ多い。一生懸命やらなか

た。がん研究はそもそも非常に古い

作るというのは、そのころ世界でな

ったらもっと多くて大変なことにな

ものですが、本当に研究が緒につい

かなか無かったことです。初めて内

っているんです。
多いほうで言うと、

たのは疫学が大切なんです。疫学と

蔵にがんを作られたが、外国でなか

先ほど金子先生や曽根先生がおっし

いうのは、どこにがんが多い、ああ

なか追試ができなかったんです。そ

ゃったように肺がんで亡くなる方が

いうところにはこういうがんが多い、

れはどういうことかというと、日本

一番多い。肺がんが男女合わせて年

という学問をするもので、最近の学

では餌が悪いが西洋では餌が良かっ

間６万人、胃がんは私のように手術

問だと思われていますが、一番最初

たんです。餌が良いとがんができに

して、本当のところはわからないが

にがんという解からない病気を、な

くいという研究にもなったわけです。

克服しかけている人がいるから大分

んとなくその原因を考えようという

吉田先生は偉い先生で、それから後

減って今は５万人、それから大腸４

ようになった研究は疫学です。ロン

もいろいろな研究をなさいました。

万人、
案外多いのがすい臓で２万人、

ドンの街に霧が多いのはストーブを

というようなことであります。女の

たくからですが、それで煙突の掃除

方だと乳がん１万人、それから前立

が大変なんです。煙突の掃除をする

吉田先生の偉いところは、たくさ

腺がん１万人、男はね、女の人は前

人にすすが体中にくっついて、とく

んのネズミに、それぞれの肝臓がん

立腺がんを心配しなくていいんで

にひだの多い陰嚢に溜まります。そ

を作られたのです。臨床上など今い

す。前立腺がんとか乳がんというの

して陰嚢がんができます。そのこと

ろいろ問題になっていることですが、

は１万人というけど、周りには患者

と陰嚢がんとは因果関係があるとい

がんといっても一つ一つ違うという

さんがたくさんいるんですね。それ

うことが見つかったので、疫学が一

ことをネズミのがんで証明なさった

「がんには顔がある」を証明
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のです。非常にはっきりとお示しに

潜伏期があって一見正常に見えるが

作ったのが昭和18年です。アスベス

なられました。人の場合、いろいろ

本当はがんのほうに密かに近づいて

トを使う職業に就いていた人に中皮

研究するうえで患者さんのことを考

いた時代があったと思われます。そ

腫が多いということが解かったのが

えて思い切ったことができません。

れはがんとしては見つからない長い

昭和30年代であります。従って長い

ネズミでもかわいそうだから思い切

潜伏期があったんです。おまけにち

潜伏期があったんだが、そこで解か

ったことはできないんですが、先生

ょっと忙しかったので２年づつやっ

ったんです。だけど今時になってそ

はこのネズミで作った肝臓がんで、

てるのを４年にしたんです。そした

れが出てくるというのはおかしいん

この薬は利く、この薬は利かない、

らＸ線でも内視鏡でもがんが見つか

です。何となれば長い潜伏期はある

これは増殖が速いが、これは遅い、

ったんです。初期であるらしいとい

けれどそれががんを起こす性質があ

これはおなかの中につけると血が一

うことでありましたが、聞くとこれ

るということを仔細に研究したんで

緒に出てくるが、こっちは血液が出

は大分前から始まっているというこ

す。動物でも研究したし疫学でも研

てこないなど様々なことを明らかに

とで、一見正常に見えるが、長い潜

究した。だけども人というのは何と

されまして、がんには一つ一つの顔

伏期があるというのが問題なんです。

なく忘れちゃうということがあるん

がある、がんには個性があるという

だから40代から２年置きにやって

です。そのことはみんな知っている

ことを明らかにされたのです。この

いたのが無駄ではないかと、4年で

んです。科学者も知っている。そし

ことががん検診に非常に問題になる

やれば十分ではなかったかといいま

ておそらくこういう領域の行政に携

のです。昨日、垣添総長ががん検診

しても、
それは結果論でありまして、

わっている方も知っている。また、

のシンポジウムをなさって、総論的

いつそれが花が咲いたかは本当はわ

おそらくこういう領域の物を作って

なことを述べられたのですが、正常

からないわけで、やっぱりやって置

いる製造業の方も知っている。知っ

な細胞ががん細胞に変わるのですが、

かなければいけないのです。やって

ているんだが、タバコと同じで今日

たったったった、と速くいっちゃう

何でもないということで安心をし

吸うと明日がんになるわけではない

ものとゆっくり変わっていくものが

て、お仕事を一生懸命して、また検

からおれはそういうことはないだろ

ある、そして中間的なものもあるん

診を受けるというのがいいんです。

うと、つい思ってしまう。それと同

です。
同じ前立腺がんでありながら、

私は１回だけ２年おいてしまったの

じようにアスベストも何となく、本

思ったよりも速くいってしまうもの

がまずかったかなと思っています

当はマスクを使ってエクスポーズし

がある、そうかと思うとゆっくりゆ

が、そのおきかたがよかったと思っ

ないようにして、同じアスベストの

っくりしているものがあるんです。

ています。
２年前にきちんとやって、

中でも安全性の強いアスベストを使

ですから思ったより速くいってしま

見つかったときを飛ばして２年後に

うようにすればよいものを、だんだ

うものは、検診を頻繁にしなければ

やっていたら今度は手遅れになって

ん慣れてしまってアスベストを使う

ならないし、ゆっくりしているのは

いたかも知れません。ちょうどいい

ようになって、去年の６月30日にク

検診を何年かに一遍やればよいとい

ところで休んじゃった、だから見つ

ボタという東大阪にある会社がそう

う様なことになりますので、検診学

かったというわけです。だからきち

いうことを正直に報告して下さっ

あるいはがん予防学、対がん協会の

んとやってても具合の悪いところで

た。そして補償するというようなこ

対象であるがんを早く発見しようと

休んじゃうと手遅れになってしまう

とがあった。そうやって全国を見る

いう学問を考えるときには、がんの

のです。がん検診というのは機械的

といろいろ中皮腫が起こるというこ

本質的な性質というものをよく考え

にいかないところがありまして、人

とがたくさんあり、その補償の額が

ながらやったほうがいいんです。

生と同じように玄妙なものです。

大変なんです。なんと年にだいたい

ところでがんができるには長い潜
伏期があるんです。生まれて割合早
くがんができる神経芽細胞腫とか網

長い潜伏期が悲劇生む

90億円。それを国が分担するのか、
アスベストを使った企業が分担する

最近、問題になっているアスベス

のか、アスベストを使うようになっ

膜芽細胞腫とか、非常に遺伝的に、

トというのを、新聞なんかでご存知

て他の産業も盛んになったのだから

母親も父親もそういう遺伝子を持っ

でしょう。アスベストというのは、

全産業で分担すべきかといろいろ議

ていて、たまたま結婚して両方の遺

戦争末期にアメリカがボストンやニ

論されております。とにかく年にち

伝子が合わさってしまったというよ

ューヨークの造船所で船をたくさん

ょっと大げさにいえば100億近い金

うな子どもさんの場合に、若くて、

作ったんです。その船を作った時に

がかかることになってしまった。潜

２歳とか３歳とかでがんになられる

断熱材にアスベストをたくさん使っ

伏期が長いがゆえに起こった一種の

方がいて大変かわいそうであります。

たんです。そのアスベストで肺がん

悲劇です。いろいろ対がん協会も一

そういう場合を除くと大概は長い潜

の中でも中皮腫というある特別なが

般財源化などで大変ですが、アスベ

伏期があります。私は３年前に胃が

んができるということが解かったの

ストだけで向こう５年間で700億円

んになりましたが、ちゃんと２年に

が、昭和30年ぐらいです。戦争が終

ぐらい使う。そうすると我々がんの

いっぺん検診はしてたんです。長い

わったのが昭和20年、たくさん船を

研究者ももう少ししっかりしなけれ
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ばいけなかった、とぼくは反省して

ります。今はそんなことはしていな

物質があるか、それはタバコとどう

います。がんの患者として反省する

いのでそんなことはないんです。例

いう共通性があるか、というような

こともあるけれど、がんの研究をし

えば胃がんといえば食べたもの、食

ことを考えていくことが必要です。

て知っていたんだから、もうちょっ

べ方、ピロリ菌という菌が感染して

様々な原因がある、長くかかると

とはっきりいっておけばよかったと

いるかどうか、などいろんなことが

いうことですから、これは中々大変

思ったんだけど、アスベストの専門

原因になっているんです。今は新幹

なことだとお分かりになると思いま

家もいることだから、あまりいわな

線で軽井沢へすぐ行ってしまいます

す。それで一つの細胞の中で、普通

かったというようなわけで、国と学

が、前はあの辺で一遍降りて、５分

は数個の遺伝子が変わってがんにな

者とは非常に仲良く協力して、何が

ぐらいで蕎麦を食べて、５分ぐらい

る。１個変わってがんになるわけで

重要だろう、何が危険だろう、何を

で乗ることがあったではないですか。

はない。数個変わるというものが数

しなくていいだろう、何をしたほう

ああいうのが胃袋にいいかどうかは

個しか無ければいいんですが、実は

がいいだろうとよくよく相談した方

本当はわからない。そういういろん

それが500種類ぐらいあるんです。

がいいわけです。このごろやたらと

な原因があって胃がんというのはで

500種類ぐらいの中から数個が変化

規制緩和というが、僕たちが研究者

きるんです。肺がんというのも決し

すると大体がんになるんです。その

だったころは、もう少しそういう厚

て排気ガスだけ、タバコだけででき

数個というのは500種の中から選ぶ

生省の方とかと一緒にお話をする機

るのではない。タバコを一遍も吸わ

わけだから、
（演壇の花を見ながら）

会があったもんです。この頃はやた

こうやってつかむと花が採れるでし

らときちんとしなければいけない、
水なら飲んでいいとか、ウーロン茶
は110円払えば飲んでいいとかいう
ことで学者と行政の人とか、あるい
は市町村の方とかと話すことにみん
なおどおどしちゃっています。もっ
と堂々と話すといいとぼくは思って
るんです。ずいぶんぼくは勉強しな

ょう。どういう花が５種類採れるか
記
念
講
演
す
る
杉
村
隆
会
長

は、こっちだったりあっちだったり
で、いろんなものが採れてきて、そ
ういうふうにしてがんになるんで
す。だけどその５種類はと見ると
様々な５種類があります。と同じよ
うにがんになって変化している遺伝
子というものは人によって違うんで

がら、食品添加物の規制というもの

す。ちょうど吉田先生が50年ぐら

はこういうもんだと厚生省の方に教

い前にはっきりとおっしゃった様

えてもらったことがあります。なる

ない人ががんになったというのは、

に、ひとつひとつのがんには顔があ

ほどそうかと思ってアメリカのＦＤ

隣のひとがタバコを吸っていたから

る、その顔というのは変わった遺伝

Ａにいっても、ある程度知識がある

がんになったというけれど、そうと

子が違うから顔が違っているんで

から困らないということがたくさん

も限らない。なんとなれば女の人に

す。変わるべき遺伝子が500個ぐら

ありました。そういうことをこれか

多いとか、太った人に肺がんが多い

いあって、どういう５個をたまたま

ら盛んにしていった方がいい。なん

とか、疫学の研究がいろいろあるん

つかんでしまうかということによっ

かこの頃、規制緩和といっても本当

です。タバコだけではないんです。

て顔が変わるわけです。その変わっ

の意味での規制緩和になっているの

ご焼香にいった時、煙が出るでしょ

た顔を見極めて対策を講じなければ

かわかんないことがあります。

う。あの煙を集めて変異原生という

いけないわけですし、検診について

遺伝子に傷をつける物質があるかど

も変わりかけの状況というものを、

うかというとちゃんとあるんです。

さっき金子先生がおっしゃった様

がんにはいろいろな原因
長い潜伏期がある病気であるから

坊さんにはがんが多いかな、肺がん

に、どういうものであるのかという

検診というのは長く、気長にきちん

が多いかな、というと、そういう研

研究も深めていかなければいけな

きちんとやっていくことが原理的に

究は無いんです。そういう研究をは

い。検診にはしっかりした学問的基

大切です。もう一つ困ったことは、

っきりやるためには、坊さんが１万

盤があり、それからしっかりした疫

がんにはいろんな原因があるんで

人、
坊さんじゃない人が１万人、
同じ

学的な研究がなければいけないと思

す。例えばさっき言ったアスベスト

ような条件で育った人が１万人をそ

っております。

もそうです。古い論文を調べるとで

ろえてちゃんとやらないと研究の結

ところで今、がんになると半分は

すね、ロサンゼルスは白米を作ると

果が出てこない。だから線香は安全

治るんです。ぼくも半分に入ったん

きにアスベストを混ぜたという論文

であるというわけにはならないんで

ではないかと思っているんだけど、

があるんです。だから日本人に胃が

す。それは危険であるということが

いささか時々心配にならないではな

んが多いのはアスベストに違いない

証明できる場合とできない場合とが

い。皆さんにもそういう方がおられ

というという論文が、サイエンスと

あるんです。そうすると常識的に自

るでしょうし、皆さんもこれからそ

いう立派な雑誌に出ていたこともあ

然科学ですから、その中にどういう

ういうことを経験なさると思いま
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す。ここに吉村昭さんの本がありま

がいがあるということになるんでし

り。いいこと書いてもニュースは売

す。吉村さんは「戦艦武蔵」とかを

ょう。だれが総理大臣になってもそ

れない。本当のあるべき姿を本当に

書いた方です。吉村さんが去年の2

うなるであろう。多少アクセントの

お互いに共通にシェアして、お互い

月に舌がんになり、３度入院して治

強い弱いはあるかもしれないけれど

に直し合って建設的にいこうという

療された。今年の２月に最後の入院

も、それは対がん協会とか医師会と

風に日本国がならないといけないと

をして治療をなさろうと思った時に

か国立がんセンターとか力を入れて

思っています。がん対策法にも山本

すいがんが見つかった。それも手術

そういうふうにしてもらうようにし

孝史参議院議員という方が、自分が

してすい臓を完全に取ってしまっ

たらいいと私は思っています。

がんになられて、胸腺の裏のがんだ

て、割合初期だったからインスリン

で、50％は治るんですが、50％は

とかで手術ができないということで

を１日４回注射して、だいたいお元

治らない。
何故治らないかというと、

すけれど、そういうことを国会で述

気でこられて、芸術院の例会にお出

ちょっと発見する時期が遅かったん

べられて立法をされたわけです。

になったりしていた。だけどもこの

です。治るのは発見する時期がちょ

７月にちょっとおかげんが悪くて入

っと早かったんです。ぼくがもしも

また、タバコを止めた方がいい、腹

院なさって、退院されてご自分で点

う１年間、
検診を受けなかったらば、

８分目、身体をきれいにしよう、運

滴のあれを外されてしまった。そし

手遅れになって治らなかった50％

動しよう、とかいいますが、大体は

て最後に鎖骨の下から栄養を入れて

に入ったかもしれない。先程来申し

（昔から）あまり変わらないんです。

いた管を抜いてしまわれた。それで

上げている11代目の国立がんセン

山極先生が昭和の初期にがんの予防

丸１日ぐらいの間に亡くなられた。

だから早く発見することが大切。

ター総長、垣添君は去年、たまたま

について書いたのをじっと読むと、

「もういいよ」といって亡くなられ

がん検診を受けて大腸も肺もどこも

偉い人は全て先を読むのか、今我々

たという新聞記事が出てました。吉

ＯＫとなって最後に超音波で腎臓を

がいっていることを書いてある。も

村さんが「冷たい夏 暑い夏」とい

見た。ついでに見とけというのはよ

っと前に遡ると貝原益軒に大体似た

うのを書いておられます。これは何

くあるんです。内視鏡でも胃袋を見

ようなことが書いてあります。貝原

年か前に自分の弟さんのことを書い

た時にすーっと上げちゃう人がいま

益軒のころ砂糖があったらしいが、

たものです。これは小説と事実と中

すが、丁寧に少しづつ上げてくれば

あんまり砂糖を食べてはいけない、

間のようなものですけど、弟さんは

食道も全部見れるんです。垣添君の

と書いてあります。そういうわけで

国立のがん専門病院で、たぶん垣添

腎臓を見たところ、がんがあった。

中庸なほどほどの生活をするという

先生の病院ではないかと思います

手術して１週間で退院して２週間目

のが、よろしいことだと思っており

が、肺がんの手術をされた。それで

には外国に行っちゃって、一昨日は

ます。

取れた、いいといって退院された。

朝の６時半に起きてがんセンターへ

一方、治らないということが解っ

４ヶ月ぐらい経ってから痛みが出て

行って執務をして、夜の10時には

た場合、もちろん、がんの薬も効き

きたので、がん専門の国立病院に電

福島に現れて、というぐらい元気な

ますが完全に治るというのは限られ

話をしたところが、今は病室が空い

んです。これはこちらの克服者の会

たがんです。ある種の白血病、子ど

てないからちょっと待ってくれとい

に入ったほうがいいんじゃないでし

もさんの白血病、ある種の肉腫であ

うことがあった。だけど待つほうの

ょうか。これは単に早く発見したか

るとかで、寿命が延びたり痛みが取

身になってみますと現に痛くてしょ

らなんです。
もしも今年発見したら、

れたりはしますけれど、完全に治る

うがない、不安になります。再発し

もしかしたら手遅れになってたかも

というのは、やっぱりがんを取り除

たんだから早く何かしなくていいん

知れない。やっぱり早期に発見する

いてしまうことが大切であります。

だろうかと。弟さんのことを詳しく

ほうがいいに決まっているんです。

従って取り除き損ねた方、再発した

書いているんです。悪い言葉で坪井

決まってるんだが、世の中に本があ

方、例えばぼくが再発した場合を考

先生はあまり使わないほうがいいと

って「検診は百害あって一利なし」

えると、心のケアとか生活のケアと

おっしゃるんですが、平岩さんとい

とか「検診で転んでけがした」とか

か最後まで建設的に仕事をなさると

う方がいった「がん難民」
、つまり

（書く）
。転んでけがする人はいるん

か、吉村さんみたいに、今度の新潮

正当な治療を受けようと思うとなか

ですよ１万人に１人とか、ぼくだっ

の10月号にご遺稿の小説がでてま

なか受けられないという状況が現在

て講演でここから転がってけがする

すが、最期までそれを校正なさって

の日本に残念ながらある、というこ

かも知れない。でもそういう人はめ

いたとか、また前立腺がんの江藤淳

とが、これを見てもよくわかるんで

ったにいないんです。だけどそうい

も最期までそうされてたというし、

す。そのために、がん対策基本法が

うことばかり書かれた本のほうが、

将棋の大山名人も最期まで自分のこ

与野党一致して作られたり、来年度

何か魅力があるように人間は感じる

とをやっていらしたそうです。でき

にはいろいろとケアや在宅で治療す

のか。ちょっと人間というのはサデ

る人とできない人がいるが、ともか

ることも、さらに検診も力を入れる

ィズムのところがあるんです。ニュ

く残った生活を有意義に過ごすとい

ようにとなるというから税金の払い

ースを見ると全部悪いことばっか

うことが大変大切です。有意義に過
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ごすために、どうしても申し上げて

きりさせた方がよいと思っていま

に来てくれ、といっているうちに説

おかなければならないのは、がんだ

す。

明に来なくなって、結局、東邦大学

ということを告知するかしないかが

死に逝く運命になった場合にどう

という大森にある大学は減らさなか

大切です。告知されると今までは立

考えるかということは非常に重要な

った。垣添さんのような研究をする

派な坊さんもがっくりきた、という

問題で、恐らくそれは解けないと思

人、あるいは厚生行政をやる方、開

が、立派な坊さんじゃなかったから

います。絵門ゆう子さんというＮＨ

業されている医師を面積や人口当た

がっくり来たのであって、普通の八

Ｋの方が乳がんになられて「ゆっく

りというような計算をすることが傲

百屋さんでもちゃんと平気な場合も

り日記」というのを朝日新聞に書い

慢だと私は思っています。好きであ

ある。やっぱり告知した方が、本当

ていらして、本も出てますが、大変

るから研究して新しいことを発見し

は患者さんとお医者さん、家族が協

陽気に過ごして、ゆっくりがんと共

て新しい方法でがんの患者さんの役

力していろんなことができると思う

存しようというような、見てて涙ぐ

に立とうというようなのをどうやっ

んですが、これを見ると肺がんの弟

ましい記事ですが、積極的に人生を

て計算するのでしょうか、そんなこ

さん、胃がんの兄さんの場合も最期

生きていこう、患者さんと共に戦お

とは計算できない。多少多めにして

まで言われないんです。言われない

うとされていました。一方でぼくが

おかなければいけないんです。

ものだから患者さんとファミリーと

若い頃、東大の岸本先生はメラノー

の間に猜疑心のようなものが起こっ

マという黒色肉腫が方々に出てき

てくる。日本人の通説として言わな

て、やがてがんになることはご存知

時間がまいりましたのでお終いに

いほうが本当だろうと吉村さんは言

だったが、先生は本を書かれていて

いたしますが、注意して検診を一層

ってますが、ぼくにはちょっとわか

読むと感銘を受けるんですが、死と

盛んにしていってがん検診に新たな

らないところがある。確かに高松宮

いうのは大したものではない、毎日

る挑戦をしていきましょう。対がん

妃殿下もがんの研究にお力をいただ

毎日は別れであると。例えばぼくが

協会及び福島県保健衛生協会の30

いたが、高松宮殿下が肺がんになっ

福島県に来て、五色沼を見たい思っ

周年の機会に新たな挑戦をして、が

た時に、先ずおっしゃったことは

ても帰らなければいけない、という

んになっても半分治るというのを

「言うな」で、最期までおっしゃら

のは五色沼とは別れている、多分も

75％治るというのにするには、別

なかった。肺結核が再発したんであ

う来ることはないと思う。何年か前

に大発見が無くても、検診を皆さん

るとした。だけども国民をずっと騙

に見た時に、五色沼と別れている。

の努力でなさり、行政も押してくだ

し続けてはいけないから、殿下が亡

人間というのは毎日毎日、細かな別

されば、できるのです。亡くなった

くなった時にがんだと言ってよろし

れをしている。こういうものを食べ

方の話をよく聞いてみると、もしそ

いとおっしゃるんです。殿下は疑っ

た、こういう景色を見た、こういう

の方が去年来てくださればと思って

ておられるんです。
「この薬は肺結

人に会った、こういう話をした、楽

いるお医者さんはたくさんいると思

核の時に飲んだ薬と違う」とかいろ

しかった、苦しかった、といろいろ

います。これから新たなる挑戦をし

いろおっしゃるわけです。一方、寛

毎日、別れをしている。その別れが

て検診をちゃんとする、私の血糖値

仁親王殿下は患者として自分が知っ

一発に起こった時が人間の死である

はちゃんと100ミリグラムに保たれ

ていることと医者が知っていること

と、岸本先生は宗教学の先生だった

て、この講演を終わることができま

と新聞が知っていること、国民が知

かと思いますが、そういうようなこ

した。これは胃袋を完全に切ってく

っていることはみんな同じ方がいい

とが書いてあります。今私はそうい

れたお医者さんのお蔭です。皆さん

といわれるから、医者の立場からは

う書物をいろいろ読んでいるんで

もどうか、いろいろ国が困難な状況

楽といえば楽です。ヘビー・スモー

す。だけども一人一人大変違うんで

にありますので、ご不満、ご不便も

カーでヘビー・ドリンカーだから多

す。これはがんというものが一人一

ある、対がん協会は何をしているの

発がんなんです。再発ではなくて次

人違うというように違うものなんで

かと思われることもあると思います

から次に新しいがんが出てくるので

す。しかしながらその一人一人に対

が、
何事も率直におっしゃるように。

す。私は告知をして正しいことをし

してお医者さんが一人一人違うんで

日本は民主的国家で、加藤さんはど

た方がよろしいと思います。

検診すればがんは75％治る

す。だから非常に難しい。お医者さ

うしちゃったか、僕は山形県鶴岡の

対がん協会の検診も正しいことが

んが大変、忙しい時代を迎えていま

産だから加藤さんのことを心配して

患者さんにどんどん伝わるように、

す。医師が足りない、足りなくなる

いますが、何かいうと家が焼けちゃ

疑わしいといわれたままほったらか

ことはとっくの昔にわかっていたが

ったら大変だから、だけど原則的に

しになっている、あるいは疑わしい

文部省と厚生省は十何年か前に

は言論の自由がありますから、皆さ

といわれたけれど、そのまま消えち

10％減らしたんです。私は東邦大

ん大いに元気を出しておっしゃっ

ゃったとか、いうことがない様にあ

学の学長だったから減らさなかっ

て、皆でいいものを作りましょう。

る一定の期間内に次のテストをして

た。減らせというなら減らすが、ぼ

これで講演を終わらしていただきま

ブラック・アンド・ホワイトをはっ

くは責任持てないから辞める、説明

す。
どうもありがとうございました。
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我が国における
がん対策とがん対策基本法
厚生労働省がん対策推進室室長補佐
本日、お話させていただきたいポ

佐々木

健

いうことになっております。
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そこを支援する機関として保健所や
学会、民間ＮＰＯが協力をするわけ
ですが、がん対策情報センターとい
うのはどこに作るのかと申しますと
築地の国立がんセンターの中に今年
の10月１日に作ることにしており

イントは４点ございまして、すでに

これが第３次対がん戦略の中身で

ご案内のこともあるかと思います

して３本柱になっております。がん

すでに公表されているガイドライン

が、がんに係わる我が国のデータ、

研究の推進、がん予防の推進、がん

なんかを見れるようにしておくとい

そういったものがどのような推移を

医療の向上とそれを支える社会環境

うようなこと、それから遠隔病理診

しているかをお話する、その次に昭

の整備、ということでございます。

断とか放射線画像診断のコンサルテ

和56年にがんというものが、死亡

今回の第３次は社会環境の整備とい

ーションとか技術的支援を行った

原因の第１位となりまして、それを

う部分でがん医療の均てん化を考え

り、臨床研究を支援したり、サーベ

受けて昭和59年からがん対策の10

ていこうというのが、
今までの１次、

イランスということでがん登録を今

か年戦略というのを10年区切りで

２次とは違った特徴ととらえており

進めようとしておりますが、地域が

やって来ておりますのが現在、第３

ます。昨年からの動きとしまして、

ん登録や院内がん登録の部分での技

次ということでありますので、その

がん対策推進本部というのを厚生労

術的サポート、研究を推進していく

状況、そして昨年ですけどアクショ

働省の中に立ち上げたということが

１つの拠点としてがん対策情報セン

ンプランというのを立てました。そ

ございます。これは昨年の５月に設

ターを位置づけるということで、こ

れから本年６月にがん対策基本法と

置をいたしましたが、本部長を厚生

ういった５つの機能を満たしたもの

いうのができておりますので、その

労働大臣として、予防、検診、治療、

を作ることになっています

内容と今後のスケジュールなどにつ

緩和ケア等の対策を横断的にやろう

均てん化ということをどういう風

きましてお話をさせていただきたい

と、私のおりますがん対策推進室と

に実現していこうとしていたかと申

と思います。

いうものが今そういう調整役を担っ

しますと、がん医療水準均てん化の

ておりますが、従来は例えば検診は

推進に関する検討会というものを立

老人保健課、医療であれば例えば医

ち上げておりました。そこの目標と

がんは死亡原因の第１位というこ

政局の指導課とか、総務課とか、健

しては、全国どこでも質の高いがん

３次の10か年戦略で対策

まして、
その中で相談の事例集とか、

とでございまして、2005年のデー

康増進、予防となると健康局の生活

医療を受けることが出来る、がん医

タでは32万人余の方ががんでお亡

習慣病対策室とか、いろんな部局に

療の均てん化を図るということが

くなりになっているということでご

分かれておりましたので、そういう

10か年戦略の目標、それを具体的

ざいます。死亡数ですが、肺、胃、

連携を大臣が直接、本部を作ってし

に推進する方策を検討するというこ

大腸、肝と肝内胆管、すいがんとい

っかり調整していこうということで

とでおととしの９月に設置されてお

うのがワースト５となっております。

できた部門でございます。これに具

りました。検討項目としては専門医

そういったような我が国の状況を

体的に何をやるのかということにつ

の養成、専門医療機関の役割分担を

受けまして昭和59年から第１次対

いて作りましたのが８月にできたア

踏まえた人材交流、地域におけるが

がん10か年戦略を始めまして、現

クションプランということでござい

ん専門医の確保、がん診療拠点病院

在平成16年から第３次10か年戦略

ます。中身でございますが、３本柱

のあり方ということで人材養成とそ

の期間に入っているところです。こ

で、
がん対策基本戦略の策定と推進、

の連携、そして拠点となる病院の整

の第３次10か年戦略というものを

２番目はがん情報ネットワーク、そ

備ついての考え方を検討したという

立てるに際しまして、第１次、第２

れからアクション３として、がん対

のがこの検討会でございます。

次のいわゆる対がん10か年、がん

策自体、とくにがん情報ネットワー

検討会の結果、出てまいりました

克服新10か年でどういうものが判

ク自体について国民、患者さんの意

骨子というのが、がんの専門医を育

ってきたかというと遺伝子というも

見を反映させた形で構築していきま

成しましょう、とくに化学療法、放

のが、非常にがんの発症に係わって

しょうということです。

射線療法の領域ということで、とく

きてるということが判ってきたとい

がん情報ネットワークのところを

に我が国の今までの医療の中身と申

うことと、ヘリカルＣＴの技術が進

もう少々詳しくお話ししますと、相

しますと化学療法、放射線療法をも

んできた、それからがんの非侵襲的

談支援センターというのをがんの拠

うちょっとやっていく必要があるの

手術の開発が進んできた、研究体制

点病院というところに設置する、こ

ではないかという要望が患者さんか

もある程度整ってきつつある、とい

れは必置ということで今準備をして

らもございますので、そういう部分

うことが成果なんですけれども、課

いただいてまして、そこの相談支援

についてどうしていくのかというこ

題があって、第３次10か年戦略と

センターに患者さんが相談に行く、

とを考えるということ、そして医療
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機関の分担とネットワークの構築と

あります。法律の基本的理念として

者さん、家族、遺族の方を委員に入

いうことで拠点病院という制度を今

は３本柱で、がんの研究を推進しま

れるということが法律で明記をされ

作っておりますが、
そこと医療機関、

しょう、それから均てん化を促進し

ているということで、我が国の審議

かかりつけの先生と役割分担しなが

ましょう、そして３つ目としてがん

会、協議会というレベルの中で、こ

ら、がんの患者さんをフォローアッ

患者の意向を尊重したがん医療提供

ういった方々を入れるということが

プしていくということをやる、がん

体制の整備ということです。

明確になったのはおそらく初めてで

登録制度が必要だということ、それ
から情報の提供と普及、先程の情報

は、といわれております。

検診は国民の責務を明記

これを受けまして県のレベルでは

センターの話もございましたが、そ

国の責務ということでがん対策を

閣議決定して国会報告した計画がで

ういうことをやっていこうというよ

総合的に推進しなさいということで

きたら、各都道府県の計画を作って

うな提言を受けております。これを

す。それからそのために必要な財政

くださいということになっていま

受けて施策を進めてきたということ

的、法制的な措置を講じなさい、と

す。
この計画は医療計画であったり、

です。

なっております。都道府県とか市町

健康増進計画、介護保険事業支援計

拠点病院の指針の中身ですが、地

村などもがん対策について取り組み

画と当然、調和をとったものにしな

域がん拠点病院というものを整備し

を進めてくださいということが書い

ければいけないことになっておりま

て、都道府県のがん拠点病院という

る
佐
々
木
健
氏

ものを新しく整備していくというこ
とで指定の作業を進めているところ
でございまして、今各県からも推薦
等がまいっているところでございま
す。これが拠点病院の連携のイメー

支
部
長
会
議
で
講
演
す

す。そういう意味で各県での取り組
みを考える際には対がん協会の各支
部の先生方のご意見なども計画作り
の中で生かしていただくように、積
極的に県に対して計画作りの際にか
かわりを持つようにやっていただけ

ジで、都道府県の拠点病院から地域

てある。医療保険者の責務としてが

れば、というのが一つの期待という

の拠点病院、
そして地域の医療機関、

ん予防、がん検診に関する普及啓発

ことでございます。計画そのものの

そういうものが患者さんを連携しな

について協力してくださいというの

関係は、先程申しましたが国が立て

がらフォローアップしていって、そ

が責務になってまして、医師等の責

た計画を県がやるということで、５

の情報はがんセンターの情報センタ

務といたしましては、がんの予防に

年に１回見直しながら進めていくと

ーで採って、また県の拠点病院と研

寄与していただいて、がん患者の置

いうことでございます。

修とかで連携しながらやっていって

かれている状況を深く認識し、良質

基本的施策ということで具体的に

いただきたいという制度でございま

かつ適切ながん医療の提供に努めて

計画の中身にどんなものが書かれて

す。

ください、ということです。国民の

くるのかといいますと、１つががん

行政の側としては対策ということ

責務ですが、健康増進法などにもこ

の予防及び早期発見の推進というこ

でずっと取り組んできたわけですけ

ういう規定がございますが、自主的

と。その１つは普及啓発、喫煙、食

れど、がん対策基本法は国会の議論

に喫煙、食生活、運動というのがが

生活、生活習慣の問題について、こ

の中でこの法律が必要だということ

んに関係あるということを正しく知

ういうことががんに影響がありま

で生まれてきたものでございます。

って自らもそういった予防に取り組

す、発がんに影響ありますとか、が

国会の中ではある意味、異例の取り

む、そしてがん検診を受けるよう努

ん予防にはこういう生活がよろし

扱いで成立に到った法律でございま

めてください、
と書かれております。

い、ということを普及啓発していく

す。

ということで国民としてはできるだ

ということ。もう１つが検診の部分

中身としましては、第1章が総則、

けがんの検診を受けることを求めて

ですが、法律の中にはっきり書かれ

いろんな基本的なことが書いてあり

いくということが法律に責務として

ているのは、
検診方法を検討したり、

ます、第２章が計画について、そし

入っています。

事業評価をしたり、検診従事者の研

て第３章に具体的に何をするかとい

がん対策推進基本計画というもの

修をすることで検診の質の向上、そ

うことが書いてあります、第４章は

を国が作ることになっています。こ

れから目標といいますか、法律の中

がん対策推進協議会についてという

の計画というのは厚生労働大臣が他

にがん検診の受診率の向上を図りま

ものでございます。この法律自体の

の省庁と協議して作るわけでござい

しょうというのが書かれておりまし

中身を今日は情報提供させていただ

ますけども、計画を作るに当たって

て、１つの方法論としては普及啓発

きたいと思います。

はがん対策協議会というものに諮る

ですが、そういうことを通じて早期

死亡原因が第１位であるというこ

ということになっています。後で詳

発見を推進していこうということに

と、国民の関心が高まっているとい

しくここの部分はご説明いたします

なっています。

うことが法律の契機であるというこ

が、特徴としましては有識者だけで

次に均てん化の促進ということ

とがこの目的に書かれているわけで

なく当事者といいますか、がんの患

で、先ず専門的な技能を有する医師
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その他の医療従事者の育成で研修等

くるわけですが、それをやるに当た

ていうと、新薬や新規医療機器の承

の充実を図ることを考えておりま

って国会としては法律を運用する際

認を早くしてくれということ、抗が

す。それから専門的ながん医療を行

にこういうことに注意してやってく

ん剤の保険適用についても、外国で

う医療機関の整備、連携の整備とい

ださい、
という注文ということです。

使えるけど日本で使えないとよくい

うことで、これを図ることによって

先ずは協議会の進め方について

われていますので、スピードアップ

地域にかかわらず適切ながん医療の

は、
他の協議会と連携、
当然医療計画

して適用するように、それからＤＰ

提供を目ざす、ということがかかれ

とか健康増進計画とかございますの

Ｃ（診断郡分類別包括評価）の対象

ています。法律事項として、いわゆ

で、そういうことに配慮した検討会

病院の関係では、包括払いになって

る療養の質の向上ということで疼痛

にしてください。委員構成について

いますので適切な医療ができている

の緩和、緩和ケアといわれるもので

は、がん患者が初めてがん医療の政

のか、ちゃんと検証しながらやって

すが、そういうものを末期医療のた

策立案過程に参画できるようになっ

ください、といういうようなお願い

めの緩和ケアではなくて、早期から

たことの意義を受け止め、がん患者

も出ております。

適切に提供するということを考え

の意向が十分に反映されるよう配慮

る、また、居宅でもできる、在宅を

することで、協議会の中で位置づけ

推進していくということを考える、

を考えながら運営してくださいとい

がん登録については、法律の17

それから医療従事者の研修をすると

うこと、それからがん対策推進基本

条２項の中に入りましたが、さらに

いうことで療養の質を達成しましょ

計画は来年４月１日以降に作るわけ

進めつつ、個人情報保護を徹底しな

うと。その他、がんの医療の情報収

ですが、早く作ってください、とい

がら所要の措置を講ずることと書い

集、がん患者、家族に対する相談支

うことが依頼事項となっております。

てありまして、これは要するに、法

援、がんの罹患、転帰等の状況把

医療機関に関する情報についての

律を作るか通知でも構わないが、が

握・分析、ここは実はがん登録を念

国会からの依頼事項としては、各が

ん登録ができるような方向で検討を

頭に置いた条文でございまして、実

ん専門医療機関の専門分野とか専門

進めてくれ、というようなことでご

際の法律では17条の第２項でござ

的な知識及び技能を有する医師、そ

ざいます。

いますけれど、今34の自治体で取

の他の設備状況などの医療情報が患

それから最後の３つですが、予

り組んでいただいてますし、拠点病

者の視点に立って適切に提供される

防・早期発見の充実ということで、

院を中心に院内がん登録もやってい

体制を整えること。症状、治療方法

検診をどんどん進め、普及啓発もし

ただいてますが、そういうものを支

の選択に関する情報では、セカンド

てください、新しくいい検診方法が

援するということが法律に書かれて

オピニオンとか医療相談を引き受け

見つかったら、地域の項目に位置づ

います。

て欲しいということと患者の求めに

けてください、発見率など質の向上

研究の推進ということで、がんの

応じて迅速に適用するよう医療機関

も進めてください、それからがんを

研究、その成果を活用する、医薬品、

に協力をしていただくようお願いを

はじめとする生活習慣病の予防とい

医療機器の早期承認、臨床研究に係

してくださいということが書かれて

うことで、予防の研究の促進と喫煙

わる環境整備というものを進めてい

います。

が健康に及ぼす影響について啓発及

がん登録できる方向を検討

って、結果的にがんの罹患率、死亡

がん専門医の育成の内容は４つあ

び喫煙者の数の減少に向けたばこに

率を低下させよう、ということを目

りまして、外科医、放射線腫瘍医、

関するあらゆる健康増進策を総合的

ざしております。

腫瘍内科医、病理医、麻酔医、こう

に実施することが書いてあります。

先程、後ほどご説明しますと申し

いう概念に該当する先生方はまだそ

このようながん対策の推進につい

上げたがん対策推進協議会というの

ういらっしゃらないわけですが、そ

て、この８月に厚生労働省が出させ

がございましたが、この協議会その

ういう方々の養成、常勤での配置、

ていただいた概算要求ですが、19

ものの位置づけは非常に大きいもの

診断機器の開発、配備ということを

年度予算として、18年度が161億円

でございます。委員は20名ですが、

推進していくために厚労省と文科省

のところを303億円で要求させてい

がん患者、家族または遺族を代表す

で連絡調整を随時やって、その結果

ただいております。１つは早期発見

る者を入れる、がん医療に従事する

についてはがん対策協議会に報告し

の推進で51億円、検診を充実して

者、学識経験者ということでメンバ

なさいということ。

いこうと、均てん化では、拠点病院

ー構成をして、そこががんの推進計

がん医療の地域連携と緩和ケアで

の整備、研修、10分の10の特別の

画に対して意見をいうことになって

は、連携がちゃんと充足できるよう

事業、情報提供体制ということで

おります。

に配慮してくださいということと、

100億円増額の147億円の要求をし

非常にたくさんの附帯決議が付い

緩和ケアができる医療従事者を養成

ています。緩和ケア推進では２億円

ております。附帯決議とはどういう

して自宅や施設でもできる体制を整

を９億円、研究費では今83億円あ

ものかと申しますと国会の方から法

えてくださいというのが依頼事項に

りますが96億円ということで計303

律を作って、
これでやってくださいと

なっています。薬剤等の提供に関し

億円です。
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対 が ん 協 会 報

2006年度がん征圧全国大会
「がんと向き合う 新たなる挑戦」

協会福島県支部）の相楽新平会長の

年勤続支部職員160人の代表、福山

をテーマとした平成18年度がん征

開会の辞で始まり、日本対がん協会

伸子さん（秋田県支部）が、杉村会

圧全国大会
（主催・日本対がん協会、

賞の５氏と１団体に同協会の杉村隆

長から表彰された。杉村会長が記念

福島県保健衛生協会、後援・厚生労

会長から賞状などが贈られた。次い

講演を行った。その後、しゃくなげ

働省、日本医師会、福島県、福島市、

で同協会の広瀬幸雄理事長が、朝日

会の小沢道子会長が福島アピールを

福島県医師会）は、９月15日、福

がん大賞を受賞した２氏に賞状など

発表した。来年度開催地を代表して

島市の福島県文化センターに全国か

を贈呈した。

嶋津義久・大分県地域保健支援セン

ら約1000人が参加して開かれた。

また、がん征圧スローガン入選者

ター理事長があいさつして閉会し

福島県保健衛生協会（日本対がん

の泉田京子さん（宮城県支部）と永

た。

皆さんようこそ福島へ。ただいま

た。がんが早期に発見されたこと、

がんに対する正しい知識の普及やが

ご紹介いただきました福島市の小沢

そしてすばらしい先生や看護婦さん

んの早期発見のため必ず検診を受け

道子でございます。このような大会

に出会ったことです。幸い早期発見

ましょうと、啓発運動を行っており

で発表できますことを大変うれしく

のお陰で転移もなく50日で退院で

ます。昭和58年に設立されたがん克

思っております。

きました。しかし、後遺症はいまも

服者の会、
「全国よろこびの会」に

なおわたしを苦しめています。

も、その設立と同時に福島県の団体

わたしはがんより生還した生き証
人です。忘れもしない昭和47年６
月、職場の旅行で山形県の山寺にま
いりました。あの高い石段を登りき
って山頂に立った時は、自分でも健

昭和49年３月、子宮がん克服者の

福島アピール
小沢

道子

として名を連ね、全国のがん克服者
の方と手を結び活動を行っています。
さて今年６月、がん対策基本法が
成立しました。この中でがん患者や

康そのものと満足感でいっぱいでご

家族が初めてがん医療の政策立案の

ざいました。しかし、帰ってから間

過程に参加できるようになったこと

もなく、体調を崩しまして近くの病

は、わたしたちがん克服者にとって、

院で検査を受けました。もしやと思

いままでの啓蒙運動がやっと実を結

いながらの検査でございました。

んだと大変うれしく思っています。

心配していた通り、結果は「がん」

わたしはがん対策基本法が成立した

でした。当時、わたしはがんと診断

この記念すべき年に、全国でがん克

されれば、死と思っておりましたの

会を立ち上げようとの声があがり、

服のためご尽力されている皆様をお

で、子どもたちに本当の病名は伏せ

「しゃくなげ会」を結成しました。

迎えし、
この舞台からがん征圧福島

たまま入院いたしました。夫は子ど

このしゃくなげ会は子宮がん検診車

アピールとして訴えることができる

もたちを集め、
「母さんはがんという

「しゃくなげ号」で検診を受け、子宮

病気だから死ぬかもしれない。だか

がんが発見され、その後の治療によ

あれから35年、いま生かされて

ら、おまえたちがしっかりしなけれ

りがんを克服した患者の集まりです。

いるこの命は検診による早期発見、

ば」といい聞かせたそうです。その

わたしはいま、このしゃくなげ会

早期治療の大切さをわたしに教えて

時、
子どもたちはまだ中学校３年生、

で活動しています。福島県で本格的

くれました。わたしは自らの体験を

高校３年生と進学を控え、どんな思

に子宮がん検診が始まったのは昭和

通しこの世に生きている証として社

いでわたしの帰りを待っていたかと

38年からですが、その10年後には、

会に還してまいります。

思うと、胸が詰まりました。とくに

この検診による子宮がん克服者も多

三男は学力が落ちたことを担任の先

くなっていました。しかし、がんは

生から聞かされ、がんという病名が

治ったとはいえ、再発という一抹の

子どもたちにも暗い影を落としてい

不安は常に残っていました。しゃく

たことに、わたしは初めて気づきま

なげ会の存在はこのような不安を克

一つ、がんに対する正しい知識を

した。そして「家族のために絶対に

服者が皆で共有し、人には話せない

持ち、広く社会への普及活動に手を

死ぬわけにはいかない。健康で明る

ことをなんでも相談しあえる心の拠

取り合っていきましょう。

い母親でなければ」と誓いました。

り所となりました。同じ病気を克服

いまあるこの命とこの瞬間に感謝

当時はセカンドオピニオンなどと

された方々と出会えたこと、それが

しつつ、わたしはこれからも全国へ

いう考え方がいまのようにはなく、

わたしの二つ目の幸せです。

ただただ病院や担当の先生を信じる

わたしたちはがん征圧月間には毎

ばかりでしたが、わたしは幸せでし

年、
駅前で街頭キャンペーンを行い、

幸せでいっぱいです。

一つ、がんの早期発見のため、必
ず定期検診を受けましょう。
一つ、がんの早期治療により、が
ん克服者となりましょう。

「がん撲滅」を目指し訴えかけてま
いります。皆様ご静聴ありがとうご
ざいました。
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