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がん検診に期待する

国立がんセンター総長 垣添 忠生

実に20人に１人にがんが見つかっ
たのです。現下で最高と思われる手

早期発見で救える命

段を駆使して、研究として詳細に調

日本対がん協会は1958年、民間

当に治療を必要とするがんは何

のがん征圧推進母体として、朝日新

か？、検診におけるPET検査の定

聞社の協力で設立されました。民間

義づけは？など、数年かけて明らか

組織としてはわが国で最も早く「が

にしたい研究課題が沢山あります。

ん征圧」に取り組み、50年近い活

併せて、技術開発部では受診者の

動実績があります。全国46道府県

肉体的、経済的、精神的負担の少な

に支部があり、多くの支部でがん検

い、かつ精度の高い新しい検診手技

診が熱心に進められています。私は

の開発にもとり組んでいます。

べると、これだけ高率にがんが見つ
かるということです。この中で、本

（２面に続く）

日本対がん協会の理事を務めており
ます関係から、がん検診に対する期
待を述べさせていただきます。

組みもやや弱かったのは否めません。
そこで、厚生労働省、財務省、総

垣添

忠生（かきぞえ・ただお）

務省などの理解と支援を得て、平成

氏

16年２月、国立がんセンター築地

学部卒。国立がんセンター中央病院

キャンパスの旧管理棟を改修して、

長などを経て、02年から総長。専

年で43年目に入りました。これまで

がん予防・検診研究センターを開設

門は泌尿器科。厚生労働省の「がん

わが国のがん対策の中核機関とし

いただきました。現下の厳しい予算

検診に関する検討会」の座長を務め

て、がん診療、がん研究、人材育成

状況、定員管理状況の中で、このよ

ている。

に取り組み、最近10年ほどは更に情

うな新規事業を認めてくださった関

報発信にも積極的に取り組んできま

係者に深く感謝申し上げたいと思い

した。ところが、がん予防の研究は、

ます。

詳細検診で５人に１人がん
国立がんセンターは設立以来、今

研究所で基礎研究では大きな成果を

このセンターの検診部門で、平成

得てきましたが、人を対象としたが

17年２月までの１年間に、約4,000

んの一次予防研究は十分ではなく、

人の健常者がフルセットのがん検診

また、がん検診に関する研究的とり

を受けました。その５パーセント、

協会本部がん無料相談
◇面接による相談 毎月１〜２
回、東京・銀座６丁目の協会本部

◇電話による相談 月曜日の午
後、１人15分以内で。担当は日本
対がん協会の近江和夫・顧問医。
どちらも無料だが、
予約が必要。

で。担当は癌研究会有明病院と東

月〜金曜の午前10時〜午後４時

京都医師会推薦の医師。午後２時

半まで、協会本部（03・3571・

から４時まで、１人25分ずつ。

5203）に電話で申し込む。

1941年生まれ。67年、東大医
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低受診率と精度管理に問題

平成18年１月１日

管理が十分でないことです。つい最

したので、
左腎部分切除術で済み、
現

近の新聞にも、福岡県対がん協会に

在極めて元気です。
私は幸運でした。

厚生労働省の老健局では、
「がん

よる県内の胃がん検診についての調

全く無症状で、まさか腎臓にがんが

検診のあり方検討会」を立ち上げ、

査で、がん発見率が受託機関によっ

あるなんて想定外でしたから。国立

私が座長を務めています。平成16

て４倍の差があることが報じられま

がんセンター総長が自分の専門領域

年度、まず乳がんと子宮がん、すな

した。

のがんで死ぬわけにはいかない！
話は変りますが、私は2001年８

わち女性がんについて検討し、平成

これには、平成10年からがん検

17年３月、中間報告をとりまとめ

診に対する国の補助金が廃止され、

月から2002年７月までの１年間に

ました。乳がんに関しては、マンモ

地方交付税に変わったことが関係し

国立がんセンター中央病院を死亡退

グラフィを基本とし、当分の間、視

ています。財政状況の厳しい自治体

院した346名の患者さんの病歴を詳

触診も併用する。40歳以上を対象

はなるべく安い受託機関に検診を委

細に検討してみました。すると、そ

とし、
２年に１回の検診としました。

託する傾向が出てきたことを端的に

の70パーセントの人が初診時、す

この報告に基づき、厚労省はマンモ

物語る報道と思われます。

でにⅢ期、Ⅳ期の進行がんでした。

質の高い検診を熱心に行っている

この人たちがもう少し早くがんを見

対がん協会の支部が、必然的に費用

つけていたら、いくらでも救命でき

子宮頸がんは20才以上の女性を

が高めとなるため検診の依託がされ

たのに！ 改めてがん検診の重要性

対象に、細胞診を２年に１回とし、

ない、という深刻な問題があること

を噛みしめました。

対象年齢を引き下げたこと、隔年検

を聞いています。がん検診の受診率

がんは私達の身体の内に、いつ発

診の考えを取り入れました。子宮体

と精度の向上は今後、本気で考えな

生したかわからずに発生し進展して

がんは検診の対象からはずし、不正

ければならない、わが国のがん対策

いく病気です。この無自覚、無症状

性器出血などの症状があったら病院

上の重大な問題と思います。

の時期にがん検診で介入することに

グラフィ緊急整備予算計上し、250
台を確保したのは画期的でした。

を受診していただく、つまり医療の
対象と整理しました。

かみしめた検診の重要性

より、多くの生命を救うことができ
ます。日本対がん協会をはじめとし

現在は大腸がん検診について検討

私自身、最近、がん予防・検診研

て、わが国のがん検診に携わる全て

を進めています。どのがん検診に関

究センターを体験受診した結果、思

の人々の情熱と理性を、この一点に

しても、わが国の問題点は受診率が

いもかけず左の腎臓がんを発見され、

集中させて、わが国のがん検診の問

15〜20パーセントと低いこと、精度

手術を受けました。幸い早期がんで

題点、課題を突破したいものです。

Aは０、B評価23人
マンモ東京研修会
日本対がん協会とマンモグラフィ

導者にはなれない

精度管理中央委員会主催の第８回マ

が、技術的には十

ンモグラフィ講習会は12月９〜11

分）
は９人、
B2
（な

日の３日間、東京都中央区のコダッ

おいっそうの向上

ク本社で開かれた。支部などから放

がほしいが技術

射線技師50人が参加した＝写真。

的、基礎的知識に

開講式で日本対がん協会の関戸

到達している）
が

衛・事務局長は｢乳がんは先進国の

14人だった。しか

中では日本だけが死亡数が増えてい

し、
A評価
（十分な

る。マンモ検診は正確なエックス線

実力をもち、
かつ、
講習会を企画でき、

写真が前提。皆さんは大いに技術を

指導者になれる人）
はゼロだった。

の基礎とカテゴリ分類」
ともに横江

講義と講習の内容は次の通り。

隆夫
（渋川総合病院）
▽
「マンモグラ

第１日 開講式▽
「ディジタルマン

フィの基礎」
新井敏子
（社会保険群馬

友好団体からのほか、外部の団体か

モグラフィの標準化」
榊原俊文
（東芝

中央総合病院）
▽グループ講習▽読

らの参加者もいた。

メディカル製造）
▽
「現像管理の基礎」

影試験▽画像評価

みがいてほしい｣と挨拶した。
参加した50人は対がん協会支部、

２日間だった日程を、前回から３

重松影明
（コダック株式会社）
▽
「マ

日間に延長し、講義と実習で参加者

ンモグラフィの物理」
石川光雄
（神奈

はマンモグラフィ漬けとなった。

川乳房研究会）
▽
「マンモグラフィの

研修中に行われた試験で、
B1
（指

病理」
岩瀬拓士
（癌研有明病院）

第２日 「乳がんの臨床」
▽
「読影

第３日 講習▽筆記試験▽講評▽
閉講式
研修会は12月23〜25日に大分で、
２月に神戸で開催される。
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「事業評価」の徹底 通達へ 厚労省
厚労省のがん検診に関する検討委

指針が各地で必ずしも浸透していな

が今春まとめた「乳がん子宮がん検

い実態が、協会各支部からの報告で

要望に対して厚労省三浦公嗣老健

診事業評価の手法」
（事業評価制度）

明らかになった。市町村によっては

課長は「基本的には自治体の裁量だ

が、実際の住民検診事業で必ずしも

年齢層ごとの要精検率など類型別の

が、今春は検討委の報告を都道府県

生かされていない実態が各地で明ら

集計を求めていなかったり、入札の

に提示しただけだったので、今度は

かになり、日本対がん協会は厚労省

際の仕様書などで検診機関の設備や

制度に対する国の姿勢がしっかり伝

に制度の趣旨の徹底を求める要望書

人員、運営などの委託基準を明示し

わるものにしたい」として、制度の

を提出した。厚労省は年度内に、全

なかったりしており、制度の趣旨が

徹底を図る考えを示している。

国の市町村に対する通達を出し、改

生かされていない地域が多かった。

めて制度推進のための体制強化策を

背景には市町村の委託費抑制の姿

ない」としている。

福岡・齋藤支部長の調査

勢や検診機関の過当競争があると見

朝日新聞に掲載

事業評価制度は昨秋の日本対がん

られる。検診事業の発注に際して入

機関別がん発見率

協会全国大会での論議をきっかけに

札や見積もり合わせを導入する自治

自治体のがん検診は、委託された

生まれた。がん検診の精度管理につ

体が増えているが、精度管理は軽視

検診実施機関によってはがん発見率

いて、市町村や検診機関向けの点検

される傾向が強い。このため協会は

で４倍以上の差があるという、福岡

項目を明示、国や県の役割も明らか

要望書で「このままでは検診の質低

県対がん協会
（対がん協会福岡県支

にして精度向上に不可欠な制度とし

下を招きかねず、事業評価制度があ

部）
の調査結果が、12月５日付の朝

て成果が期待されている。

るにもかかわらず受診率の向上につ

日新聞夕刊に掲載された。

打ち出す考えだ。

しかしその後半年が経過したもの

ながらない。安かろう悪かろう検診

の、事業評価制度にある精度管理の

が広がる気配もうかがえ、軽視出来

同協会の齋藤貴生会長が九州大、
福岡大のグループと協力して調べ
た。同県で87〜03年に10検診機関

受診率向上へ対策を探る
支部代表会議

「検診の日」など検討

で行った73万人の検診で、胃がん
発見率は最高で18.8人、最低で4.4
人と４倍以上の差があった。
発見率が低い機関は技術が不足

日本対がん協会の支部代表会議は

また、
「自治体は受診率が減った

し、要精検者への対応もおざなりだ

12月１日、東京・築地の朝日新聞東

ほうがよいと思っているし、受診者

ったことが原因だったが、優良な機

京本社で開かれた。鈴木務
（宮城）
、

の自己負担も年々増えているから、

関は費用もかかるため、自治体は技

千葉洋志
（岩手）
、
岡玲子
（新潟）
、
北出

できることは全部やってどれか当た

術も勧奨も行う優良な機関を避けて

弘
（三重）
、
西海薫
（兵庫）
、
仙波匡彬

ればよい」
（岩手）
、
「市町村を集めて

安い機関に移る風潮があるという。

（愛媛）
、
志水泰道
（大分）
の委員７氏

『考える会』を開いたが、参加者が

と、
本部から佐藤良逸理事長、
関戸衛

多く、関心は高かった。
「自分の健

本部から「マンモグラフィ研修で

事務局長のほか、
各部長が出席した。

康は自分で守る」という方向へ啓発

支部からの受講者が激減している」

まず、受診率向上対策について本

しないといけない」
（新潟）
という意

として今後の需要について質問した。

部の市川事務局次長が①｢検診の日｣
を作って、行事を集中する②政府や
自治体に向けて、新聞やテレビに意
見広告を出す③成功した富山に倣っ

見も出た。
次に厚生労働省の事業評価制度の
実効性について意見を交換した。
「病院紹介や要精検者の受診勧奨

「マンモは将来、利益なき繁忙に
なる怖さがある」
（大分）
、
「自前で研
修会を始めたが、反応がよくないの
で来年はやめようと考えている」
（三
重）
などの意見があった。

て検診ボランティアを組織化する、

など市町村がやるべきことのすべて

などの提案を説明した。

を協会が行っている」
（愛媛、
三重）
と

この後、市川次長が米国研修の報

支部代表からは「結核予防会婦人

いう意見や、
「制度自体が机上のプ

告を行い、
「患者支援についても勉

部全国規模で
『知事に会いに行こう』

ランを出ていない」
（岩手）
とする意

強してきたので、今春ごろから｢が

を組織してマスコミも食いついた」

見も出た。

ん患者支援ホットライン｣を始める
予定だ」と説明した。

（大分）
、
「市町村は財政難で熱心で

また、
「今後、ボディーブローの

ないが、検診が国保財政好転に効果

ように次第に利いてくるはず」
（宮

このほか、禁煙基金による｢たば

があることを伝えなくてはならな

城）
、
「反面資料として使えるかもし

こ規制戦略ガイド｣の刊行などにつ

い」
（宮城）
などの意見が出た。

れない」
（大分）
という意見もあった。

いて本部から説明した。
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｢がん対策推進員｣を養成・活用
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予防対策の推進」等を総合的、かつ

富山

プラン」を策定した。

１ がん対策の経緯

計画的に推進することが重要だっ
た。
このことから、特にがん検診の受

このプランはその後、95年度に

診を勧奨し、受診率の向上を図る担

富山県では、従来から胃がんによ

「新がん攻略県民プラン」
、01年度に

い手である「がん対策推進員」を県

る死亡率が男女とも高く、1988（昭

「がん攻略新世紀プラン」として再

下の全市町村で約7,800人、県民約

和63）年では人口10万人対の死亡

編された。

率が58.3で、全国平均の39.3を大き

当面のがん対策として、各種がん

く上回り、全国第２位と高い水準で

検診の受診率の向上によって、早期

推移していた。特に家庭的にも社会

発見、早期治療に結び付け、死亡率

的にも働き盛りの40〜50歳代の罹

の低減を図ることが重要な課題だっ

患が顕著だった。

た。

さらに、各種が
ん検診の受診率
も、老人保健法が
施行された 8 3 年

140人に対して1人を配置した（表
１参照）
。
この「がん対策推進員」の主な役
割は次の通り。
①食生活、生活習慣等住民に細か
な情報を提供する一次予防対策の普

受診率向上に大きく貢献
県内に7800人、近所を啓発

の胃がん検診の受診率7.3％が、88

このため、特に「がんに関する正

年には13.3％に上昇、子宮がん検診

しい知識の普及啓発」と「がん検診

も6.4％から8.9％へと上昇し、一定

受診率の向上」などを推進する担い

の成果が得られた。しかし、依然と

手として、地域における健康づくり

して胃がん検診の受診率は全国中

を図っている各種ボランティア団体

位、子宮がん検診の受診率が全国低

の中から「がん対策

位で、その他のがん検診受診率も低

推進員」を養成した

調だった。

（写真参照）
。そして

このような状況のもとで、県は

地域に根ざしたがん

21世紀に向けて、全ての県民が生

対策活動を展開した

涯を通じて心身ともに健康で快適な

結果、がん検診受診

生活を送るため、各種の健康づくり

率の向上に一応の成

施策を展開していた。88年の知事

果を収めた。

選にあたり、当時の中沖豊知事は、
県民と行政が一体的となった総合的
な「がん対策」を推進することを公
約に掲げた。

２ がん対策推進
員の役割
がんを征圧するに

その公約に基づき、89年４月１

は、県民と行政が一

日の機構改革で、現在の県健康課の

体となり、積極的な

前身である公衆衛生課に「がん対策

理解と参加を得なが

係」
、衛生研究所に「がん研究部」
、

ら取組む必要があ

県立中央病院に「がんセンター部」

る。そして「がんの

がそれぞれ設置された。

一次予防対策の推

さらに、中沖知事は、県民の理解
と積極的な参加のもとでがん対策を
推進することが極めて大切であると
の認識から、県内外の各界各層の代
表者で構成する「富山県がん対策推
進本部」を89年４月に設置した。
この本部で、子防から検診・治
療・調査研究にわたる総合的な計画
を樹立するために種々の検討を行
い、89年を富山県のがん対策元年
として、11月1日に「がん攻略県民

進」や「がんの二次

及啓発
②集団検診の受
診勧奨に関する普
及啓発

③検診日に近所を家庭訪問し、受
診の呼びかけ運動の展開
④市町村が作成したがん検診年間
計画表やチラシなどの配布支援
⑤検診会場における効率的な検診

平成18年１月１日
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０円）
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部位別がん検診受診率の推移

運営と受診者の誘導
⑥検診会場における受付事務の手
助けなど、市町村事務の補助

国上位にランクされ、安定的に推移

の受診率の低下にも歯止めが掛かる

した。

等、がん検診受診率の維持向上に大

盪肺がん検診（図２）

などだった。がん対策推進員が活

検診スタート時の受診率が全国最

躍した結果、89年頃から93年にか

低であったものが、89年を起点に

けて、各種がん検診受診者数が大幅

急激に受診率が向上し、95年には

に増加し、受診率が著しく伸び、本

46.1％と全国平均の約２倍の高い受

県のがん検診受診率の向上に大きく

診率で推移した。

貢献した。

きく貢献した。
４ まとめ
盧富山県では、89年４月に「富
山県がん対策推進本部」を設置し、
「がん攻略県民プラン」も策定し、

蘯子宮がん検診（図３）

県民総ぐるみでがん対策を展開し

全国平均よりも極めて低い受診率

た。その結果、胃がんや子宮がんの

で推移していたものが、93年にな

死亡率が低下し、一定の成果が見ら

がん検診の受診率の向上にむけ

って全国平均のレベルとなり、その

れた

て、富山県が策定した「がん攻略県

後は全国平均を多少上回る受診率で

民プラン」では、①がんの正しい知

推移した。

３ がん検診受診率の推移

盪県内の全市町村に「がん対策推
進員」が配置され、地域におけるが

識の普及啓発②対象者の正確な把握

盻乳がん検診（図４）

んの一次予防や二次予防の普及啓発

③個人通知の徹底④検診の受けやす

87年頃は全国平均5.4％に対して

などによるボランテイア活動の結

い環境づくり⑤未受診者への勧奨⑥

6.3％であったものが、89年の「が

果、各種のがん検診受診率が大幅に

節目検診など計画検診の導入⑦広報

ん攻略県民プラン」策定を契機に、

向上し、その貢献度は極めて大きか

誌、テレビ等マスメディアの活用⑧

全国平均を上回る17％程度の受診

った。

がん対策推進員の活用、などの検診

率となった。

蘯各種のがん検診受診率は、89

体制を積極的に展開した結果、各種

このように順調に推移していた

年以降、予想を上回る勢いで受診率

のがん検診受診率は89年を転換点

が、00年頃から乳がん検診以外の

が伸びた。しかし、93年頃から伸

にして、予想を上回る好調な成果を

がん検診受診率が下降する傾向が見

び率が停滞した。そこで、新たにマ

収めた。

られた。このため、当財団の自主事

ンモグラフィによる乳がん検診を導

盧胃がん検診（図１）

業として新たにマンモグラフィ５基

入した結果、他のがん検診受診率に

全国平均と富山県を比較すると、

３台の検診車を導入し、県下35市

も波及する効果があった。

87年頃は全国平均11.9％程度だった

町村100％の参加による乳がん検診

ものが、89年を起点に大幅に受診

を実施した。その結果、乳がん検診

率が向上し、22.6％から25.7％と全

受診率は勿論のこと、子宮がん検診

◇
この記事は富山県支部に書いてい
ただきました。
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愛さん、
乳がん征圧へ寄付

国立がんセンターは12月１日か
らホームページで｢がんの統計 05｣
を公開した
（http://www.ncc.go.jp

ほほえみ基金

/jp/statistics/index.html）
。

プロテニスの杉山愛選手

基礎となるデータは2003年の人

が12月13日、
「乳がんをな

口動態統計確定で、一部は04年の

くす ほほえみ基金」に寄

同統計概数を使っている。また、罹

付のため日本対がん協会を

患数・率の推計は99年の数字を使

訪れ、佐藤良逸理事長に目

っている。

録を手渡した。

本文は図表編と資料編に分かれ、
いずれもPDF形式でダウンロード

平成18年１月１日

杉山選手は寄付の動機を
「若い人に関心を持ってほ
しかった。知っていること

できる。
図表編はさまざまなデータがグラ

と、知らぬままに病気にな

フ化されており、
「死亡率の推移

ってしまうのとでは大きく

（昭和22年〜平成16年）
」に始まり、

違う。こうした検診がある

「年齢調整死亡率の推移（昭和22年

ことをぜひ知らせたかっ

〜平成15年）
」
、
「部位別がん死亡率
の推移」
、
「年齢階級別がん死亡率

た」と語った。
乳がんに関心を持ったの
は３年ほど前、参加してい

（平成15年）
」などがある。
このほか、各都道府県のがん死亡

る

Woman

Tennis

の特徴がわかる「がん標準化死亡比

Association（WTA）が

の地域特性」
、がん罹患数・率を予

20歳以上の参加選手に検

がんの統計 05
ネット上で公開

診を義務付けたことから。

国立がんセンター

以来、毎年欠かさずマンモグラフィ

｢乳がん年齢｣のポスターの前で、感

検診を受けているという。

謝状を手にする杉山愛選手＝12月

「検診は簡単で、15分もあれば

測した「西暦2020年の我が国のが

終わってしまう。あっという間の簡

ん罹患に関する推計」
、がんの治療

単なことだから、若い人にもぜひ受

法の変遷がたどれる「がんの治療法

けてほしい」とも述べた。

（国立がんセンター中央病院、初発
症例：昭和50年度・平成16年の比

対がん協会は杉山選手に対し、感

13日、東京・銀座の日本対がん協
会で
杉山選手は今季WTAランキング
がシングルス29位、ダブルス14位
（12月５日現在）
。

謝状を贈った。

較）
」などがある。
なくす ほほえみ」基金への募金が

ごとの「初回入院患者の入院暦年別

YAHOO！から
299万円の寄金

5年生存率の推移（％）
」と、病期別

オークション代金

（パソコンのスクリーンなどに貼り

また、｢主要部位別・病気別生存
率（％）は、男女別・部位別・年度

行われている。同ページにあるピン
クリボン大使キティちゃんの壁紙

今年も10月に行われたＹＡＨＯ

付けられる）４種類のうちどれかを

中央病院の治療成績」とに分かれ、

Ｏ！のピンクリボン・チャリティー

買うと、その購入代金が寄金となる

国立がんセンター中央病院の治療成

オークションで、日本対がん協会に

もの。12月現在で20万円を超える

績が公開されている。

は299万円余りが寄せられた。

寄金が集まっている。

の生存率を見る「国立がんセンター

資料編は、上記のグラフの基とな

このオークションは、日本音楽事

ったデータのほか、
「喫煙、飲酒と

業者協会の協力を得て行われた。同

栄養摂取の変化」
、｢用語の説明｣な

協会傘下の団体からタレントやミュ

どがある。

ージシャンの持ち物など104点の提

VOGUE NIPPONによる誌上オ

供を受け、ＹＡＨＯＯ！上で販売し

ークションで、日本対がん協会には

た。

126万円余の寄付が寄せられた。

なお、同統計の冊子（１冊1500
円）は、〒104-0048東京都中央区
築地5-1-1国立がんセンター内

が

ん研究振興財団
（電話03-3543-0332）
に申し込む。

◇
YAHOO！ボランティアのページ
（http://volunteer.yahoo.co.jp/do
nation/detail/5/）では「乳がんを

ヴォーグ誌
から126万円

これは、VOGUE NIPPON誌上
でブランド品のオークションを行
い、読者が落札した価格の一部を、
日本対がん協会へ寄付したもの。

平成18年１月１日

（１部７
０円）
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たばこ税大幅上げを要望
対がん協会

政府・自民に文書提出

（第三種郵便物認可）
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ある。未成年者にたばこを吸わせな
いためにも、たばこ対策先進国並み
に価格の大幅引き上げは避けて通れ
ない。国民の健康を守る立場から、

日本対がん協会は12月６日、た

間で調整の結果、税制改正大綱で１

たばこ税引き上げによるたばこ価格

ばこ税の大幅引き上げを要請する文

本１円、１箱20円の値上げが決ま

の欧米並み大幅増を強く要望する、

書を、小泉純一郎首相、小坂憲次文

っている。対がん協会の要望書は、

という内容となっている。

部科学相、川崎次郎厚労相、谷垣禎

国民の健康を守る観点から、大幅な

一財務相、河野洋平衆院議長、柳沢

税率引き上げを要望したもの。

ＷＨＯが02年に発行した「たばこ
アトラス」
によると、95年時点で
「マ

伯夫自民党税調会長らに提出した。

要旨は、たばこは肺がんばかりで

ルボロまたは同等の国際的ブランド

来年度のたばこ税は、政府・与党

なく、口腔がん、咽頭がん、喉頭が

１箱あたり」
の価格は、日本2.34ド

ん、食道がん、胃がん、肝臓がん、

ル。ノルウェー6.48、英国6.24、ア

JTは、今年の「全国たばこ喫煙者

腎臓がん、膀胱がんなど多くのがん

イルランド4.47、米国3.71ドルなど。

率調査」
（６月実施）
の結果、
喫煙率は

発生の危険性が高まるという調査が

日本のたばこ価格の特徴はたばこ

成人男性45.8％、成人女性13.8％と

購入に必要な労働時間の少な

発表した。男性は前年に比べ1.1％

さにある。｢たばこアトラス｣

減、女性は0.6％の増となっている。

によると、｢マルボロあるい

男女を合わせた喫煙率は前年比

は同等の国際的ブランド購入

0.2％減の29.2％となった。なお、

に必要な労働時間｣は、東京

この調査の対象は20歳代以降で、

8.9分。他の都市ではシカゴ

10代の喫煙者率は含まれていない。

18分、ロスアンジェルス20

喫煙率から推計した喫煙人口は、

分、ダブリン30.6分、オスロ

男性2281万人で前年比47万人減。

38.5分、ロンドン39.7分。

女性は739万人で35万人の増となっ
た。男女を合計すると3020万人で
12万人の減少となった。

データが掲載されている都

パンフレットを作成配布

市の中では、東京だけが10分を切

健康日本21推進国民会議はパン

っている。日本では03年に１箱20

フレット「たばこの価格と税率を引

〜30円の値上げがあったが、それ

（http://www.health-net.or.jp/

き上げ、税収の一定割合を健康増進

でも飛びぬけて安いことがわかる。

tobacco/menu02.html）などで公

施策（検診・保健指導、普及啓発）

表されたデータによると、男性は

の財源に充てよう」を作成し、12

会保健福祉協会から出された「たば

月上旬に参加団体に配布した。

こ増税の効果・影響等に関する調査

「厚生労働省の最新たばこ情報」

20歳代女性は
1.2％増の20.9％

一方、01年に医療経済研究・社

喫煙によるがん死亡リスクの上昇

研究」では、喫煙者に対するアンケ

や、医療費や労働力の損失のほか、

ート調査の結果、たばこ１箱が300

JT調べの喫煙率

たばこ価格を上昇させることでたば

円に値上げされたときに｢やめる｣人

1965年以降のピーク時である66年

こ消費量を減少させることなどを訴

は 1 6 . 2 ％。｢ 5 0 0 円｣で 4 2 . 2 ％。

の 8 3 . 7 ％に比べて、3 9 年間で約

えている。

｢1,000円｣で63.1％の人が｢たばこを

45％減少したことになるという。

連絡先は、〒100-8916東京都千

やめる｣と答えている。過半数の人

男性の喫煙率はこの14年間減り

代田区霞が関1-2-2厚生労働省健康

が禁煙に踏み切る価格は 5 0 0 〜

続けているが、それでも05年は20

局総務課生活習慣病対策室
（電話03-

1,000円の間にあると結論している。

歳代51.6％、30歳代54.6％、40歳代

5253-1111
（代表）
）
。

53.9％と、いずれも50％を超えてい
る。50歳代で48.7％、60歳以上は
31.4％とようやく50％を下回る。
一方、成人女性の喫煙率は、この
40年間14％前後で推移している。

禁煙キャンペーン

無料電話相談
応募者は６人

は日本薬剤師会と東京薬剤師会の幹
部が担当した。
初めての試みなので、対象を禁煙
したい人本人に限定し、相談者１人

年代で見ると、05年は20歳代と30

日本対がん協会は禁煙キャンペー

歳代がともに20.9％で，女性の中で

ンの一つとして、11月22日から26

しかし、PRが行き届かなかった

一番高い。30歳代は前年比0.4％減

日まで「禁煙電話相談」を行い、６

か、対象を本人に限定したためか、

だが、20歳代は前年比1.2％増。

人の相談に応じた。

相談者は５日間で６人だった。

また、40歳代も前年比1.9％、50
歳代も1.7％増となっている。

前日の午前10時から相談希望を
受け付け、１日10人が定員。相談

の持ち時間は20分とした。

対がん協会はこの相談を来年度も
行う予定。
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「黒川がん研究基金」助成希望者を募集
宮城県対がん協会は、がん予防と
早期発見に関する技術の開発など、

なっている。
応募は、はがきかファクスで、〒

平成18年１月１日

対
が
ん
あと、①禁煙マラソン＝高橋裕子
協
（奈良女子大学保健管理センター） 会
報
②最近の肺がん外科治療：どこま
の垣添忠生総長が開会の辞を述べた

がん対策にかかわる研究を対象にし

980-0011仙台市青葉区上杉５丁目7-

で、どうやって、どれくらい？＝土

た平成18年度の「黒川利雄がん研

30宮城県対がん協会「黒川利雄が

屋了介（国立がんセンター中央病

究基金」の研究助成金希望者を１月

ん研究基金」事務局
（電話022-263-

院）
、③最近の肺がん内科治療、化

から募集している。

1525、
ファクス022-263-1548）
に申し

学療法＝西條長宏（国立がんセンタ

資格は50歳未満の個人および団

込む。
または、
宮城県対がん協会のホ

ー中央病院）
〈以上、敬称略〉
の３つ

体。対象となる研究分野は①がんの

ームページ
（http://wwww.miyagi-

の発表がある。そのあと、質疑応答

疫学および集団検診に関する調査・

taigan.or.jp/）から申請書類をダウ

を行い，同センターの上田博三運営

研究・開発②がんの早期発見および

ンロードして申し込む。

局長が閉会の辞を述べて終わる。

治療に関する調査・研究・開発、の
２つ。
申請者は宮城県対がん協会の理事
または所属長の推薦が必要。

締め切りは06年３月末日。発表

なお、質疑応答でのテーマに関連

は同年５月、交付は同６月になる。

する質問事項を、事前に受け付けて

この基金は宮城県対がん協会初代

いる。送り先はjoseikin@ml.res.

会長の故黒川利雄氏の遺志を受け、

ncc.go.jp。

応募件数は１個人・1団体または

がんの予防と早期発見、治療に関す

共同研究グループで１件とし、推薦

る技術の開発などにかかわる若手研

府立成人病センター 医療情報部

件数も1人1件とする。

究者に助成を行うことを目的として

（〒537-8511 大阪府大阪市東成区中

助成金の額は総額250万円、研究

いる。

助成金１件当たり100万円が限度と

また、シンポジウムの模様は大阪

道1-3-3

電話06-6972-1181）でテ

レビ中継が行われる。両会場とも、
満員の際は入場できないこともあ

肺がんテーマに
市民向けシンポ
国立がんセンター
平成17年度 厚生労働省がん研究
助成金によるシンポジウム（一般市

民向け）は１月14日15時半から17

る。

時過ぎまで、東京・築地の国際研究

なお、同じテーマの研究者向けの

交流会館３階 国際会議場で開かれ

シンポジウムは同日９時から15時

る。テーマは「肺がん＜予防から診

まで同じ会場で開かれ、大阪府立成

断・治療まで＞」
。

人病センターに中継される。

プログラムは、国立がんセンター
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