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受診者は1175万人台
前年比で38万人減少

乳房・前立腺は増加

月

昨年度

胞腫で16万5063人､率で98.37％の
マイナス。
これは数・率ともトップ。
次いで胃がんの10万6680人（数で
２位､以下同じ）
、3.91％マイナス
（率で４位､以下同じ）
。甲状腺９万

日本対がん協会の各支部による平

したのは乳房と前立腺の２部位だ

成16年度がん検診受診者数は延べ

け。他の胃、子宮頸部､子宮体部､

この３部位の減少は計36万3918

1175万2475人で、前年に比べ38万

肺､大腸、甲状腺、肝胆膵腎､神経芽

人となり、減少数の95％にあたる。

4904人、3.17％のマイナスとなり、

細胞腫の８部位が減少した。

中でも神経芽細胞腫は単独で､減少

２年連続の1200万人台はならなか

前年は胃､子宮頸､子宮体、乳房、

った。なお、1960
（昭和35）
年に住

肺、大腸、肝胆膵腎､前立腺の８つ

民検診がはじまってからの受診者累

が増加し、減少したのは甲状腺と神

計は、２億2970万8057人となった。

経芽細胞腫の２つだけだった。

10部位のうち前年に比べて増加

減少幅が大きかったのは神経芽細

2175人（３位）
、21.02％（２位）
。

数全体の43％を占めている。
子宮頸がんは４万2769人（４位）
、
2.63％（５位）
。肺がん４万1919人
（５位）
、1.18％（７位）
。
大腸は１万9614人（６位）
、
0.95％
（８位）
。肝胆膵腎4533人（７位）
、
2.07％（６位）
。子宮体がんは3403
人（８位）
、7.16％（３位）
。
一方､増加した乳がんは３万3486
人、3.01％増。また､前立腺は５万
7766人、33.77％増だった。
（２面に関係記事、６面に都道府
県別の実績）

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。
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対 が ん 協 会 報

胃がん検診は10万人減少
検診実績

前立腺は33.7％の増加

日本対がん協会の支部による平成
16年度の検診実績のうち､減少幅の

波を使って行われる。

平成18年２月１日

大腸がん ２万人弱、0.95％の減
少だが、実施支部は41で変わらず。
肝胆膵腎

実施支部は19で変わ

らないが､４千人余、2.07％の減少。
子宮体がん 厚労省のガイドライ

子宮頸がん ４万余人、2.63％の

ンでは、検診より医療で処理するこ

マイナス。厚生労働省のガイドライ

とになった。このため、検診実施は

04年度の受診者

ンで20歳まで受診年齢が下がった

前年と同じ20支部のままだが、人

は全部で2738人。実施したのは群

ものの、
「２年に１回でよい」とさ

数は３千余人、7.16％の減少につな

馬と京都の２支部だけ。前年度はマ

れたことで､毎年受診していた人の

がったと見られる。

イナス16.72％だった。

一部が受診しなくなったのではない

大きかった順に部位を見る。
神経芽細胞腫

大幅に減ったのは，マススクリー

か、という見方がある。

乳がん 国のマンモグラフィ緊急
措置や公共広告機構の｢乳がん年齢｣

ニング検査の有効性に疑問が投げか

肺がん これまでは前年比増が続

けられ､厚生労働省の検討会が03年

いたが、04年度は４万人余、1.18％

3.01％の増加となった。実施支部も

８月に「いったん休止が適切」との

の減少。肺がん検診の読影には結核

１つ増えて39になった

最終結論を出したため。公費検診も

健診の胸部X線写真が使われている

前立腺がん ５万７千人、
33.77％

04年度からは実施されなくなった。

ため、05年度から結核予防法が改

の増加で、
伸び率は全部位中で１位。

胃がん

PRなどの効果があったか､３万人、

01年度、02年度と連続

正され､結核の住民健診の対象が大

ただ、前年の伸び率は 6 1 . 4 4 ％、

してマイナスを記録、減少傾向にあ

幅に減ったことが影響していると見

前々年は71.32％だった。実施支部

ったが、前年度は0.66％、１万7800

られる。

は２つ増えて、34支部となった。

ア」
「外来化学療法におけるチーム

ーガレット・ニューマン"健康の理

医療」
「ピンクリボン運動」などの

論"がひらくもの」
。

人増えていた。04年度は一転、
10万人余の減少となった。実
施は41支部だった。
なお、胃がん検診が胃がんに
よる死亡を減らす効果があるこ
とは７面参照。
甲状腺がん 実施支部のほと
んどは乳がん検診と同時に行っ
ており、受診者数はこのところ
減少傾向が続いていた。04年
度は乳がん検診受診が増えたの
に､甲状腺がん検診は大幅に減
った。男より女に多いがんで､
検診は専門医の視触診か、超音

11〜12日に福岡市で
がん看護学会学術集会
日本がん看護学会は２月11〜12
日の両日、福岡市博多区の福岡国際
会議場で第20回学術集会を開く。
シンポジウム「がん看護を創造す

発表がある。
特別講演は、宮崎県立看護大の遠

大会事務局は〒811-1395 福岡市
南区野多目３丁目１番１号国立病院

藤恵美子教授 による「がん患者と

機構

のケアリングパートナーシップ マ

092-541-3253）

九州がんセンター（FAX

る専門的看護の展開」では、
「乳が
ん術後患者のＱＯＬを高める」
「が
ん患者の主体性を活かす外来看護」

３月17〜18日、大阪で総会

ている。
19日午後１時から「あなたにと

「地域連携を強化する看護」
「がん看

日本臨床腫瘍学会
第４回日本臨床腫瘍学会は３月17

っての最善のがん治療は」をテーマ

護の実践と物語の創造性」などの発

〜18日の両日、大阪国際会議場で

に、会場12階の特別会議場で市民

表が行われる。

開かれる。

公開講座が開かれる。

また、パネルディスカッション

癌学会・臨床腫瘍学会・分子標的

大会事務局は〒589-8511大阪狭

「創造するがん医療とケアリング」

治療研究会合同シンポジウム「新し

山市大野東377-2

では、
「がん患者の幸福な性」
「小児

いがん治療法の開発とトランスレー

内科学腫瘍内科部門（電話072-366-

がん患者と家族の力を引き出すケ

ショナルリサーチ」などが予定され

0221）
。

近畿大学医学部

平成18年２月１日
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昨年はがん死32万４千人
厚労省推計

肺がんの伸び目立つ

厚生労働省は昨年末、05年の人

がわずかに上昇しており、がんは大

口動態統計の推計を発表した。それ

体30％のラインに沿っている。脳

によると、死亡者は107万7000人、

血管疾患の割合は緩やかに下がる傾

そのうちがんによる死亡者は32万

向だ。

4000人に上ると見られ、04年の32

人口動態統計月報（概数）の05

万0358人より約３千人余増えるこ

年８月号によると、８月までの累計

とになる。死亡者総数は04年の102

で前年同期よりも増えているがんの

万8602人より４万8000人増える。

部位は、肺がん1209人、結腸473人、

この推計は、同年１月から10月

膵327人、膀胱296人、前立腺292

までの人口動態データを基礎に計算

人、胆210人、悪性リンパ腫166人、

している。

白血病143人など。

３大死因の死亡数は、がんが依然
トップで30.1％、２位の心疾患は17

減っているのは肝254人、胃172
人、子宮137人などとなっている。

万1000人で15.9％、３位の脳血管
疾患13万2000人で
12.3％。
ここ数年間の動き
を見ると、がんと心
疾患が増勢だが､死
亡者総数に占める割
合を見ると、心疾患

□インターネットで病院情報を探す■
がん関係だけでなく、様々なな病

は、国立がんセンターの「緩和ケア
病棟を有する病院一覧」
（http://

病院からのお知らせ、などがある。

www.ncc.go.jp/jp/ncc-cis/pub/

院情報を網羅したサイトを紹介す

現在、登録済みの2,863病院分が掲

index/hospitals̲k.html）に､病院

る。

載され登録しているそうだ。

情報と地図とともに、ブロック別に

健康保険組合連合会（健保連）は、

一方、
「ここカラダ」
（http://www.

病院検索のページ「ぽすぴたる！」

cocokarada.jp/）はリクルートと三

（http://www.kenporen-hios.com

井物産の合同出資のアールスリー・

/）をリニューアルした。ベッド数

ヘルスケア・プランニングが運営し

20以上の保険医療機関約9,000の病

ている。

院情報を提供している。

フロントページから①病院探しの

掲載されている。

高知県支部長
村山氏が就任

病院の検索は、疾患名・高度先進

コツ②症状をチェックする③病院を

高知県総合保健協会（日本対がん

医療、長期療養・リハビリテーショ

探す④病気事典⑤お薬事典、へ分か

協会高知県支部）の理事長に１月１

ン、病院名・心療科・専門外来の３

れる。そのうち，
「病院を探す」は

日付で、高知県医師会会長の村山博

つから検索できる。

①受診したい科目から探す②用途別

良氏が就任した。

掲載されているのは、病院名、住

から探す、の２つになっている。

高知 支部長 村山 博良 県医

所、診療科などの基本情報と「施設

「受診したい科目から探す」を選

師会会長▽退任 町田 隆夫（支部

基準情報」
、このページのオリジナ

ぶと、内科、消化器科など→都道府

長）=12月31日付（以上、敬称略）

ルの情報として
「ぽすぴたる！情報」

県→居住地を通る電車の線名→駅→

新支部長

がある。

駅周辺の病院名、の順で現れる。

「ぽすぴたる！情報」は①疾患と

「症状をチェックする」は現在、

高知 村山 博良
（むらやま・ひろよ

診断・治療法（検査・治療・手術）

利用できる症状が現在は「一般的、

し）
氏

に関する情報②インフォームド・コ

全身的症状」だけに限られている。

会会長。74歳。

ンセント、セカンド・オピニオンの
取り組み③専門治療、
得意分野など、

◇
緩和ケア病棟のある病院のリスト

高知県医師
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がん患者生活支援を展開
三重県健康管理事業センター（日
本対がん協会三重県支部）では平成

平成18年２月１日

５年前に比べると、現在はインタ

三重

ーネットが普及して、家庭にいても
がんに関する情報を得やすくなりま

話したのがきっかけとなり､この事

した。国のがん対策も充実し始め、

業を始めることになりました。

県内でも４病院が「がん拠点病院」

14年度から、三重県の委託事業と

しかし、がんの患者が困っている

に指定され、がん患者を取り巻く状

して「がん患者及びその家族とサポ

のはわかっていても､何から進めれ

況は徐々に改善されたと感じます。

ーターが一堂に会し、いきいきと充

ばいいのか手探りで、県内にどのよ

しかし、がん患者やその家族はま

実した生活を送るために新しい出会

うながん患者会があるのかをネット

だまだ死の恐怖に直面し、がん克服

いと情報等の共有化を図ること」を

や本で調べることから始めました。

者は予後について不安を抱き、治療

目的に、
「がん患者生活支援協力事

患者会の代表者にお会いすると､

法､医療費､生活の不安など多岐にわ

業」を進めています。

次々にいろんな情報をいただくこと

たる問題にをかかえています。事業

三重県にはがん専門の病院がない

ができ、それらを結ぶことにより、

を進める中で、がん患者が抱える問

ため、がんの相談をどこにすればい

現在の活動の形が出来てきました。

題は一人一人異なるため､より専門

いのか困り、電話帳の｢対がん協会｣

これが情報の共有化とネットワーク

的で直接的な対応が必要だと､強く

を頼りに当センターに相談があった

化の始まりです。

感じました。そのため、県内のがん

こと。多くの県民が隣県の愛知県が
んセンターまで出かけて受診してい

多彩なサポーターが活躍

ること。こうした状況を何とかでき
ないかという思いを､県の担当者に

相談・用品展示などに手応え
患者会、医療機関、関係機関（行政、

これまでの主な活動
１ がん患者とサポーターの集いフォーラム
・がん講演会
笑福亭 小松＝がん体験者（14年度）
「泣き笑いがん日記｣
樋口 強=がん体験者（15年度）
「がんとともに生きる わたしをささえてくれるもの｣
昇 幹夫=元気で長生き研究所長（16年度）
「笑いは最高のガン封じ」
土屋 了介=国立がんセンター中央病院副院長（16年度）
「がん征圧10ヶ年計画：肺がんの新しい診断治療戦略｣
吉田 輝彦＝国立がんセンター研究所腫瘍ゲノム・情報研究長
「ひとはどうしてがんになるのか」
・楽しく気持ちのいいフィットネス
・手話による音楽界
・弦楽四重奏演奏会
・ 関係補助用品の展示
・ グループによるがん相談
２ ホームページの開設
３ パンフレットの作成
４ 「がん相談電話」の開設（平成16年度より）
５ 定例会の開催
６ プチ・フォーラムの開催
・金つなぎの会 代表 広野光子=がん体験者（平成16年度）
「きっと良くなる 必ず良くなる」
・患者家族３名の体験発表（平成16年度）
・三重大学医学部附属病院 高尾仁二医師（サポーター）
支援事業協力医師 堀川泰義医師（サポーター）
「がん告知について」
（平成17年度）
・緩和ケア病棟 三重聖十字病院を見学しましょう（平成17年度）
・
「がん相談電話リスナーボランティア養成講座」
（平成17年度）

福祉など）の協力により､ネットワ
ークの拡大を図り、活動をしていま
す。
また、ボランティアで行事に参加
していただくサポーターを募集し、
がん体験者､がん患者の家族、医師、
看護師､大学関係者、医薬品メーカ
ー、行政などの方々にサポーター登
録をしていただいています＝写真
①。そして、サポーターの皆さんと
一緒になってがん患者と家族がどの
ようなことを求めていらっしゃるの
か､ニーズを集めて、それを基に活
動を進めています。
主な事業として､｢がん相談電話｣
（毎月第３火曜日）
、がん患者や家族
の体験談を聞いたり､緩和ケア病棟
を見学したりする｢プチ・フォーラ
ム｣（年３回開催）
、がん体験者の講
演やがん相談会＝写真②、③＝、補
助用品の展示＝写真④＝などを行う
｢がん患者とサポーターの集いフォ
ーラム｣（年１回開催・平成16年度
の参加者は350人）などを行ってい
ます。
特に｢がん相談会｣は、10部位のが
ん相談会をグループ形式で開催し、
第３回の平成16年度は88人が参加
しました。アドバイザーとして､県
内の医療機関の医師､看護師、ソー

平成18年２月１日

対 が ん 協 会 報

（１部７
０円）
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①

②
③

④
シャルワーカー､栄養士な
どの方がボランティアで参
加していただいています。
相談者はセカンドオピニオ
ンを聞くことが出来たり、
日ごろの不安を話したりす
ることができました。医療
関係者からは｢患者の思い
が伝わり、患者側に立った
医療のために役立つ｣との
感想をいただき、開催の成
果を感じ取ることが出来ま
した。
また、ふだん手にとって
みることのできない補助用
品（かつら、
補正下着、
オス
トミー用品､介護用品など）
の展示を、関係メーカーの
ご協力で開き、重要な情報
提供の場となっています。
フォーラムには高校､看

「がん患者とサポーターの集い」への案内。右が表、左が裏

護学校などの学生ボランティアにも

院や専門の機関がありますが､都会

この活動を一人でも多くのがん患者

参加していただき、会場の雰囲気を

だけではなく､地域においても患者

や家族の方に知っていただき、生き

明るくするだけでなく､｢がん｣につ

やその家族にとってはあらゆる情報

生きと充実した生活を送っていただ

いて若い人たちに関心を持ってもら

が平等に､そして容易に得ることが

けるようお手伝いをしていきたいと

う機会にもなっています。

でき､身体的､経済的、時間的にも身

思います。

このように、｢がん患者支援｣に協
力的なアドバイザー､メーカー､学生
の皆さんも心強く頼もしいサポータ

近なところにそれらがそろうことが
必要だと切に感じています。
今後もがん患者は増加し、がん検

３月12日
（日）
開催の第４回「が
ん患者とサポーターの集いフォーラ
ム」に､皆さんぜひご参加ください。

診による早期発見や高度先進医療な

三重県健康管理事業センター

４年間の活動を通じ、都会には地

どにより､がん患者の生存率は上昇

がん患者支援ワーキンググループ

方にない高度な医療を受けられる病

していくと推測されます。私たちは

北村 周子

ーです。
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胃がん検診を受けている人

胃がんによる死亡少ない

（第三種郵便物認可）
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健康的な生活習慣を持っていると考
えられる」としている。
しかし、胃がん死亡率低下の度合
いが、その他のがんによる死亡率低

厚生労働省の多目的コホート研究

下の度合いより30％程度大きくな

班はこのほど、
「胃がん検診を受け

っているのは、
「健康的な生活習慣

ている人は、胃がんによる死亡率が

を持っているほか、胃がん検診を受

低い」とする研究『胃がん検診受診

診すること自体が将来の胃がんによ

と胃がん死亡率との関係』を専門誌

る死亡率の減少につながっている可

に公表し、１月に名古屋で開かれた

能性が考えられる」と述べている。

アジア太平洋岸予防機構地域会議で

研究の限界 研究班はこの調査の

発表した。概要を紹介する。ホーム

限界として、胃がん検診の受診が調

ページはhttp://epi.ncc.go.jp/jphc

査開始時点の過去１年間だけのもの

/outcome/30/kenshin̲igan.html。

であることをあげている。毎年受け

研究方法 北は岩手県二戸、南は

ているのに、この調査時点でたまた

沖縄県中部まで４つの保健所管内

よる死亡率が0.52倍と半分程度だっ

ま受けていなかった人は
「受診なし」

で、年齢40〜59歳の男女約４万人

たことがわかった。

に分類される。逆に、その年以降毎

を研究対象としてび、1990年にア

加えて、受診者は非受診者に比べ

年受診した人も「受診なし」に分類

ンケート調査をした。この時点で過

て、胃がん以外のがんによる死亡も

される。結果の解釈については注意

去１年間に胃のX線検査を受けた人

低く、0.79倍だった。死亡率全体を

が必要だとしている。

は38％だった。その後13年間にわ

見ても、受診者は低く、非受診者の

たって追跡調査をした。そして胃の

0.71倍程度だった。

X線検査を受けた人（受診者）と受

原因の分析

胃がん検診受診者

胃がんの予防 胃X線検査はがん
の有効性評価では「有効」の判定を
受け、死亡率減少効果があることが

けていない人（非受診者）の胃がん

は、
胃がんによる死亡率だけでなく、

証明されている。研究班は、胃がん

による死亡率を比べた。

死亡率全体も、他のがんによる死亡

検診の定期的受診を進めている。

調査の結果 13年間に636人が胃

率も下がっていた。

予防のためには、新鮮な野菜や果

がんにかかり、このうち179人が胃

調査班はこの結果について「胃が

物をたくさん取り、塩蔵品など塩分

がんで亡くなった。調査の結果、受

ん検診を受ける人は、受けない人よ

の高い食品を控えること、煙草をや

診者は非受診者に比べて、胃がんに

りも健康に対する意識が高く、より

めることを勧めている。

本

胃がん体験を見つめる好奇心
杉村隆著『自らがん患者となって』

日本対がん協会の杉村隆会長（国
立がんセンター名誉総長）が自身の

ーの水準の治療を全国に広げたいと
いう願いが全体を貫いている。

胃がん闘病をつづった『自らがん患

第２章、第３章は主として手術後

者となって 私の胃全摘とその後：

の食生活について。ダンピングや誤

がん研究と臨床の明日に想いを致

嚥など、出会う現象を科学者の目で

す』
（哲学書房〈電話03-3233-1050〉
、

探求し、実際的な解決策を編み出し

1800円=税別）を刊行した。

てゆく。

著者は胃がん発生研究の専門家。
03年３月、しばらく間隔のあいた

第４章は、ピエリシン発見に至る
道を語った講演を収めている。

胃の検診を受けた。内視鏡で胃の後

モンシロチョウの幼虫かさなぎの

壁、食道に近い部分に直径３センチ

しっぽを切って出てきた緑色の液

程度のがんが見つかる。４月、忙し

に、胃がん細胞のアポトーシス（一

い仕事をやりくりして全摘手術を受

種の自殺）を促す作用があった。

ける。術後11日目に退院。このと
き著者は77歳だった。

この発見を著者は
「私のでたらめな

著者の生活と研究にかける原動力
が、自然に対する強烈な好奇心であ
ることがわかる一章だ。

妄想があたった」
と謙遜する。
この因

また、下記のホームページがイラ

こうした経過を冷静に追ったドキ

子は蛋白質で、
ピエリシンと名付け

スト入りでいきさつを紹介している。

ュメントが第１章。医療行政にも携

た。
現在、
胃がん治療に応用できない

http://www.brh.co.jp/salon/library/

わる研究者として、国立がんセンタ

かと著者と研究者たちは探っている。

no33/1-4d.html
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WHOのたばこ規制ハンドブック
世界保健機関
（WHO）
が各国の禁

平成18年２月１日

切手を同封して､〒537-8511大阪市
東成区中道1-3-3

大阪府立成人病

センター調査部 大島明部長あてに

煙運動推進のために編集した『タバ

申し込む。

対
が
ん
協
会
報

コ規制のための国家能力の構築ハン
ドブック』
（原題 Building Blocks

国立がんセンターが
敷地内を全面禁煙に

for TABACCO CONTROL A

国立がんセンターは１月１日から、

Handbook）が翻訳され､出版され
た（文中の「タバコ」という表記は

東京・築地の中央病院と千葉県柏市

原文のまま）
。

の東病院の敷地内を全面禁煙にした。
がんに対する先駆的な医療・研

原著を編集したWHOのジョン−
ウー・リー事務局長は「緒言」で、

究・検診などを行っている同センタ

たばこ規制枠組条約が発効した後､

ーは、以前から禁煙対策に取り組ん

喫煙に対抗するための実際の行動は

できた。

各国政府の能力によって決まる、と

また、
「喫煙と健康」ＷＨＯ指定

し､「各国政府および保健省がタバ

研究協力センターでもあることか

コの流行に対抗する際の、効果的な

ら、約半年かけた周知期間を経て、

能力開発の実際的な指針提供の必要

としてのタバコ：健康上のコスト

全敷地内での喫煙を全面的に禁止す

性に答えるため」に本書が作られた

と､社会的および経済的コスト」
「第

ることになった。

と述べている。

２章 タバコ産業：世界戦略」など

発行者の大阪府立成人病センタ
ー・大島明調査部長は「政府や地方

4章から構成されている。
第２部は「理論を実践に移す」で、

自治体のタバコ規制対策の担当者や

「第５章 国内行動計画の策定」
「第

関係者､そしてタバコ規制の推進の

６章 国内タバコ規制プログラムの

実現を願う多くの方に読んでいただ

効果的インフラ整備」など12章から

きたい」と述べている。

なっている。

第１部は「タバコ規制の理論的基
礎の確立」で、
「第１章

危険因子

A4版、323ページ。希望者は、
送付先を書いた宛名ラベルと340円

なお、国立がんセンターのある東
京都中央区は、昨年から銀座など区
内全域で、歩きたばこと吸いがらの
ポイ捨てを禁止している。
《大口寄付》
▽１月20日

堂ノ前明子さん
（大

阪府堺市） 100万円
=岡山県支部扱い
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