
やがん発見率などについて、「達成

すべき目標値」とともに国が設定す

るよう「がん検診に関する検討会」

が求めていた。これらの指標は、検

診機関の設備や従事者の習熟度など

検診の態勢や手順中心の「プロセス

評価」から、検診の実施結果に基づ

く「アウトカム評価」として「評価

の際の重要な手がかりになる」（老

健局老人保健課）とされる。

新たに設けられる検討会はこれら

の指標のほか各部位ごとの問題につ

いて専門家らによる論議を進め、新

たな知見に基づく検診方法について

も論議するという。

「精度管理の問題で現状が分析さ

れ、行政として一定の結論が出され

る」とがん対策推進本部でも期待し

国のがん総合対策構想の具体的施策が新年度予算案の中で明らかにさ

れている。がん検診の受診率やがん発見率の目標値を定めるための検討

会を新設して昨年来の「事業評価」を推進する、という方向性に加え、

情報格差をなくすための「がん対策情報センター」開設と、地域での協

力関係を重視する「がん診療連携拠点病院」によるネットワークづくり

などを進めることとしている。

がん対策全体の予算額は161億

円。概算要求段階の202億円からは

マンモグラフィ整備費の単価調整な

どで41億円減額されたが、対前年

比では17億円の増額。厚労省のが

ん対策推進本部は「単価の見直し等

によるもので、当初の構想内容は十

分実行できる」としている。この中

で新規事業では、老健局が「がん検

診の質の向上」として昨年から取り

組んでいる「事業評価」をさらに推

進させるため、専門家による新たな

検討会を設立、「精度管理の指標確

立を目指す」としている。

この指標は昨春、国の役割として

乳がん・子宮がん検診での要精検率

◆事業評価推進へ新検討会

10月、50人規模で対策情報
センター

がん総合 対策全容明らかに ている。

昨年夏の構想の中でも目玉とされ

てきた「がん対策情報センター（仮

称）」は、国内外の最新医療情報な

どの収集・提供をめざし今年10月

に国立がんセンター内に発足する。

組織として医師ら15人の定員を確

保し非常勤などを含めると、総勢

50人規模の態勢が見込まれている。

◆患者相談支援を軸に再編

この情報センターも絡み、「がん

診療連携拠点病院」を改めて全国展

開する。拠点病院は現在、全国で

135病院が指定されているが厚労省

は患者支援や地域との「連携」をキ

ーワードにこれを再編する考え。昨

年夏には「拠点病院検討会」で新し

い指定要件などが検討され、厚労省

健康局でこれに基づいた指定要件を

見直し新しい整備指針をまとめた。

（２面に続く）
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◇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。

月～金曜の午前10時～午後４時

半まで、協会本部（03・3571・

5203）に電話で申し込む。

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

で。担当は癌研究会有明病院と東

京都医師会推薦の医師。午後２時

から４時まで、１人25分ずつ。

新年度
予算案



カ所の整備を目指す。実際に新しい

整備指針に基づく拠点病院と院内に

設置される相談支援センターが発足

し始めるのは今年秋ごろからになる

見込みだ。

このほか、患者団体などから要望

が強かった海外の抗がん剤の早期承

認の問題でも早期の治験・承認をめ

ざす調査事業を推進。また、がん専

門医らの育成のため、国立がんセン

ターでの研修事業と研修終了者の登

録、情報提供事業に着手する。

者への研修やがん患者への相談支援

などに対する補助金のほか保険診療

報酬の対象とする項目も盛り込むな

どインセンティブを設ける。専門医

の確保、他の医療機関への支援や連

携、緩和医療体制の整備などで現場

での工夫を促す。

拠点病院は都道府県単位のものと

各２次医療圏に１カ所程度のものと

の２層構造となり、全国で計約370

昨春発足した厚労省のがん対策推

進本部が新しいがん対策構想の具体

的な事業に新年度から着手する。従

来の研究成果の国民への還元をめざ

す「第３次対がん10か年総合戦略」

の一層の加速や、医療水準均てん化

の推進などを強力に後押しするため

取りまとめた「アクションプラン」

に基づくものだ。新事業の柱ともな

る「がん診療連携拠点病院」のあり

方や予防検診活動の課題などについ

て、上田博三・同本部事務局（推進

室）長に語ってもらった。

「拠点病院は現在135カ所ありま

すが、まだ１カ所もない県がありま

す。そのギャップはすみやかに解消

したいと思いますが、新しい拠点病

院の名称には『連携』という言葉が

入りました。連携の基盤は現地にあ

りますから、取りあえずはそれを育

てる自治体の取り組みを促す考えで

す。例えば中心となる都道府県が協

議会を作り、現地で地域のがん医療

や地域の健康づくり対策により責任

をもってやっていただき、その中で

今度の医療制度改革でも取り上げら

れる医療計画を活用して、拠点病院

はどこに、医療連携は、専門医の集

約は、などと地域のアイデアや工夫

をお願いしたい。協議会開催の経費

上田･がん対策推進本部事務局長

きちんとした情報提供したい

検診の重要性に国民理解 先決

も計上していますし、そういうこと

が指定につながると思います」

◆相談センターは病院所属で

「拠点病院の相談支援センターは

どこまでの相談をするかにもよりま

すが、医療に関する情報管理などの

問題もあり、スタッフは病院から独

立した形よりは病院が全面的に関わ

るか、病院そのもののほうがいい。

内外の医療従事者の協力を得る形に

はなりますが。スタッフの育成は、

相談事業への直接支援ではないです

が、関連するものとして、がんの専

門看護師等を対象とする研修を充実

することになっています。ただ、資

格や制度は変えず、既存の資格の人

を使うことになります」

「第３次対がん総合戦略では『が

んの罹患率と死亡率の激減を目指し

て』を掲げていますが、予防検診で

早く見つけて治療すればよく治るの

に受診率が向上しません。予防とい

っても、どこの部位かも問題なんで

すね。検診は、恐らく臓器別でも成

果が違うし、個別に議論をして個別

の政策を詰めていかないといけない

でしょう。一般論で『受けましょう』

と言うだけでは、国民も簡単に受け

てくれません。国としては、新年度

からの検討会での論議でそれぞれの

精度管理とかエビデンスとかいった

ことをきちんと詰めて情報提供し、

国民に正しい選択をしてもらえるよ

うな、関係団体に協力してもらえる

ような仕組みを作ってゆくことだと

思いますね」

◆予防検診、臓器別に呼びかけを

「がん患者がこんなに増えてきて

いるのに受診率が上がらないのは、

一般事業所などの健康診断でがん検

診をオプションでやることについて

も国民の合意が不十分なのが大きい

と思いますね。一般の人はそこで大

丈夫と言われれば、がんも問題ない

と誤解しますよ。がん検診の重要性

を国民の側が理解していなければ、

保険者側はお金を出してまでやりま

せん。国は根拠と可能性があること

なら予算などで対応できますが、そ

のためにはしっかりした検討を行

い、がん検診はこういう風に精度が

あって、助かる確率が高く意味があ

るということを目に見える形で打ち

出さなければなりません」

（１面から続く） 厚生労働省老健

局がまとめた新しい整備指針による

と、医療格差解消のため患者・家族

へ情報の橋渡しをする「相談支援セ

ンター」開設などが新たな指定要件

となる。同センターには専任者１人

以上の配置やセカンドオピニオン医

師の紹介などが求められる。

地元自治体の取り組みも促進する

狙いで、拠点病院にはがん医療従事

拠点病院 370カ所整備めざす

（ 2 ） （第三種郵便物認可） 対 が ん 協 会 報 平成18年３月１日
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百貨店の闍島屋は、日本橋店をは

じめとする全国20店で２月22日か

ら、乳がん征圧を訴えるピンクリボ

ン・キャンペーンを始めた。化粧品

メーカーの春の新商品発売に合わせ

ピンクリボン運動をPRし、化粧品

売り上げの一部を日本対がん協会に

寄付する。３月14日までの予定。

各店舗の正面には｢タカシマヤは

ピンクリボン活動を応援します。あ

なたと､あなたの大切な人のために､

乳がん検診を受けましょう｣という

幕が下がり＝左から２本目＝､中心

ん発見数累計」表のうち、

がん発見数と、胃を除く受

診者数が違っていました。

再掲し、訂正します。

また、６面に掲載した

｢部位別がん検診の受診者

数｣のうち、富山県支部と

宮崎県支部及び計を、下の

表の通り訂正します。

闍島屋が全20店で展開
ピンクリボン･キャンペーン

第10回日本対がん協会マンモグ

ラフィ撮影技術講習会（マンモグラ

フィ検診精度管理中央委員会共催）

は２月３～５日、神戸市の兵庫県健

康財団（日本対がん協会兵庫県支部）

を会場に開催され、西日本地区を中

心に協会支部の診療放射線技師ら

49人が参加、37人が評価認定試験

で合格した。これで今年度から４回

に増やした講習会がすべて終了した

が、いずれも支部以外の医療機関な

どの受講者が大幅に増え、協会の検

診精度向上をめざす取り組みの枠組

みが広がった形だ。

協会の講習会は今年度、11月に

神戸で第７回、12月に東京と大分

で第８回と第９回、２月に神戸で第

10回を開催。受講者は毎回熱心に

乳がんの病理やポジショニングなど

基礎的内容から最新のデジタル撮影

技術など高度な内容の講義や実習を

受け、認定試験に挑んだ。

第10回の神戸会場では２日間に

わたった評価認定試験の合格率（Ａ

認定とＢ認定）は87.6％と高率だっ

た。また不合格でも「不適格」とさ

れるＤ認定はゼロだった。４回全体

での合格率は64.14％、支部職員だ

訂正 対がん協会報２月

号１面に掲載した｢04年度

支部がん検診受診者数｣の

記事と見出しで、受診者総

数1175万2475人を1177万

3243人に、累計の「２億

2970万8057人」を「２億

3913万8874人」に訂正し

ます。「がん検診者数・が

マンモ講習会 一般受講者増える
87％がＡ～Ｂ認定受ける

となる化粧品売り場には、ピンクリ

ボンが飾られた。

入口にはピンクリボンをあしらっ

たスタンドサインがたち、乳がん検

診を勧めるとともに、自己検診法の

やり方を説明したパンフレットが気

軽に利用できるようになっている。

３月４～５、11～12日には、日

本対がん協会が癌研有明病院と共催

で、日本橋店で乳がん無料相談を行

う。申し込みは22日午前10時から

受け付ける。同病院の医師４人が対

応する。定員は４日間とも６人ずつ。

けで見ると76.5％だった。

マンモグラフィは昨年から検診車

配備などへの国の補助もあって読影

医や診療放射線技師ら対象の技術講

習会が各地で開催され、受講者の選

択肢が広がった。協会の講習会も検

診機関以外の一般医療機関などから

の参加が増え、講義内容への受講者

の反応も多様化した。

終了後のアンケートでも「よく理

解できた」「自分の職場の課題がよ

く分かった」などとの声がある一方

で、「もっと初心者向けのものを」

「講習日程にゆとりがほしい」とい

ったものもあった。また、今後の講

習内容については「乳がんのエコー

検査」「アスベストを含む肺がん検

診」などを要望する声があった。
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昨年10月に「ピンクリボンかが

わ県協議会」（ピンクリボンかがわ）

を設立しましたので、その活動をご

紹介します。

「ピンクリボンかがわ」の最も大

きな活動は、マンモグラフィ検診の

推進であることはいうまでもありま

せんが、それ以外にも、活動に集ま

るさまざまな分野の人々のネットワ

ークづくりを進めることで、検診機

関や医療機関、患者会、団体や企業、

報道関係、県や市町がそれぞれの立

場からピンクリボン運動を支援して

いただき、効果的な普及啓発活動を

進めようとしております。

関心ない人に訴えるには

当協会は一昨年秋に初のデジタル

マンモグラフィ検診車「こすもす」

を導入しました。市町にとっても初

めてのマンモグラフィ検診車ですか

ら、どれだけ受診者が集まるか見当

もつかない状況でした。

当初は比較的順調に受診者が増え

ていたのですが、徐々に予定人数を

下回る日が多くなり、50名の予定

に10名ほどしか会場に現れないこ

ともありました。町の保健師さんが

予約者の家に電話をかけると「マン

モを受けた人から痛いと聞いたの

で、やめました」などと、風説によ

って悪影響を受けたりもしました。

マンモグラフィ検診の正しい知識

を普及啓発する必要があることを､

改めて感じました。ところが、一般

市民を対象にしたフォーラムなどを

企画しても、関心のない人はなかな

か来てくれません。結局は関係者の

顔ばかり。関心のない人にこそ伝え

たい、伝えなければならないのです

が。

関心のない人々には、何といって

もマスメディアを利用したＰＲが効

果的ではないかと思います。高額な

費用と効果を天秤にかけて、いつも

高松冬のまつりを舞台に

そこで、「高松冬のまつり」です。

延べ約10万人が訪れる地域ナンバ

ーワンのイベントで、今回で19回

目を迎えようとしていました。

県内の有力広告会社に、マンモグ

ラフィ検診の普及啓発について企画

してもらう中で、香川県でピンクリ

ボン運動を展開したいとの想いは、

広告会社の思わぬプレゼンテーショ

ンの中で実現しました。

冬のまつり実行委員会が今年のサ

ブテーマに「ピンクリボン」を採用

するとの提案がありました。ただし、

予想通りかなりの費用負担が条件と

して付記されていました。

急遽、資金集めに取り組みました

が、ピンクリボンが乳がんをなくす

世界的なシンボルマークとはいえ、

運動の主体もはっきりしないことも

二の足を踏んでいたのですが、マン

モグラフィ検診の普及啓発には、や

はりマスメディアの力が最も必要だ

と感じました。

マスコミを効果的に活用
目標は５年後受診率５０％

あってか、なかなか取り合ってもら

えませんでした。

そこで、協会の周りにいる関係者

に働きかけました。一回限りでなく

継続性のある運動づくり、その後の

具体的な活動、どんな運動主体にす

るかなど、いろいろなご意見をいた

だき、それならばと、活動の主体と

なる「ピンクリボンかがわ」を作る

ことになりました。県内の女性有識

者・団体代表者に面会を求め、発起

人就任をお願いしました。

対がん協会報に掲載された「がん

部位別・年齢層別の死亡数」をもと

に、当協会が作成した「年代別に見

たがん死亡の割合グラフ」は、乳が

んが30～65歳までの死亡原因トップ

であることが如実に読み取れ、これ

が大変迫力ある資料として、関係者

への説明に威力を発揮しました。

また、何といっても「ピンクリボ

ン」が持っているパワーがさまざま

な人々をひきつけたように思います。

広い分野からとてもパワフルな設立

発起人が揃いました＝左下参照。

強力なメンバーで発足

「ピンクリボンかがわ県協議会」

が正式名称です。平成17年10月１

日設立発起人の総意によって「会則」

が決まり、12名の役員が選任され

ピンクリボンかがわ

県協議会設立発起人

森下立昭＝県医師会会長▽鶴野正

基＝県生活習慣病対策協議会乳がん

部会会長▽秋山博子＝国際ソロプチ

ミスト高松会長▽穴吹惠美＝高松商

工会議所女性会会長▽石本あかね＝

あけぼの会香川支部支部長▽植岡澤

江＝県婦人団体連絡協議会会長▽江

崎ヨシヱ＝国際ソロプチミスト東讃

会長▽大橋和子＝同ミドル香川会長

▽大村弘子＝ＪＡ香川県女性組織協

議会会長▽岡田和子＝県漁協女性部

連合会会長▽小比賀京子＝県商工会

女性部連合会会長▽鎌田智子＝たけ

のこ会会長▽宗由貴＝少林寺拳法グ

ループ総裁▽竹内節子＝高松リビン

グ新聞社事業部長▽中西久美子＝県

母子愛育会連合会会長▽橋本康子＝

県女医会会長▽山本良子＝県看護協

会会長▽清水邦夫＝県総合健診協会

専務理事

ピンクリボンかがわ 誕生 香川
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ました。代表は当協会会長で森下立

昭県医師会長、代表代理は県生活習

慣病対策協議会乳がん部会長鶴野正

基先生が就任しました。

事務局は当面、香川県総合健診協

会に置きますが、将来はＮＰＯに発

展移行し、独立団体として活動する

ことを期待しています。

事業計画は①ピンクリボンの知名

度・認知度アップを図るため、冬の

まつりで「ピンクリボンかがわスタ

ートセレモニー」を成功させる②ピ

ンクリボンかがわ「プラン2006」

の実施③リーフレット・ポスターの

積極的な活用、などを提起しました。

ピンクリボン運動を通してマンモ

グラフィ検診受診者数が拡大すれ

ば、受け入れる検診機関の整備も切

実な課題となります。また、県全体

の受診率がどうなるかは、政管健保

や国保などの保健事業者がどのよう

に受け止めるかということで、運動

の成否に大きな影響を及ぼします。

ピンクリボンかがわの活動のポイ

ントは①検診該当者への働きかけ

②検診実施機関への働きかけ③各医

療保険者への働きかけ、にあります。

三方への働きかけが調和して初めて

マンモグラフィ検診の受診率向上が

実現されるように思います。

メディカルネット期待大きく

県内でマンモグラフィ検診がどの

ように実施されているかは、ほとん

ど分からない状況ですが、受診者数

の拡大目標は、ピンクリボン運動の

成果として、５年後50％、８万４

千人としました。

ピンクリボンかがわの活動ポイン

トの一つである“検診実施機関への

働きかけ”は、県内医療機関に対し、

現状とこれからについてアンケート

調査をすることにしました。正確を

期するため、目的と責任者を明確に

し、きちんと説明する必要がありま

した。また、結果は有効に生かされ

なければ意味がありません。

34医療機関から検診窓口につい

て情報提供がありました。さらに多

くのところから、マンモグラフィ整

備状況、認定医師など専門スタッフ

の実態などの回答が寄せられました。

このうち半数以上の医療機関からは

協賛金や寄付の申し込みもあり、情

報交換についての期待が非常に大き

いことを知りました。これによりピ

ンクリボンかがわの専門部会として

メディカルネットを作りました。高

松赤十字病院外科部長の吉澤潔先生

が主宰しています。

ＴＶにラジオに新聞に

広報のためのリーフレット作成に

は、最も想いを込めました。役に立

つ情報を分かりやすく、また、すぐ

に捨てられないように、きれいでや

さしいイメージを心がけて、コピー

ライターやデザイナーと何度も打合

せをしました。

キャッチコピーは“お母さん、だ

いじょうぶ。”、メーンテーマは“愛

する女性を失わないために、わたし

の命を粗末にしないために”です。

Ａ３版二つ折りフルカラーのリー

フレット５万部、Ｂ２版ポスター＝

前ページ右上＝700部を作成しまし

た。最後の一枚まで配りきりたいと

思います。

ピンクリボンデーについて、県政

記者クラブに資料提供しました。Ｆ

ＭかがわとＮＨＫのローカル番組に

出演の機会をいただきました。

一方、マンモグラフィ50名様無

料招待検診は、冬のまつり実行委員

会広報誌に掲載していただきまし

た。この広報誌は20万部が高松市

民に配られました。サンケイリビン

グ、ＮＰＯ法人わははネットなど地

域情報誌も記事に取り上げてくれま

した。

このほか、四国新聞が乳がん特集

記事をほぼ１ページ全面に掲載して

下さいました。その効果は絶大なも

のがありました。

患者会や、国際ソロプチミストの

皆様は、直接マスコミに働きかけて

話題提供をして下さいました。

マスコミ取材は、その対象になる

行事を用意することが大変です。こ

の意味からも、ピンクリボンかがわ

が取材の対象になったことは、大き

な成果だったと思います。

寒波の中で大盛り上がり

高松冬のまつりは12月17日貍午

後６時、点灯式を行い一週間のイベ

ントが開幕し、ピンクリボンデーは

その翌日でした。記録破りの寒波が

訪れたこの日、

香川県では珍し

く雪が舞い、氷

点下の夜に向け

てのアウトドア

イベントに参加

するにはかなり

厳しい日となり

ました。

しかし、無料

検診、ピンクリ

ボンツリーデコ

レーションのほか、患者会がこの日

に合わせて開催した相談会など、多

くのプログラムをたくさんのボラン

ティアの協力で無事行うことができ

ました。

東京海上日動火災保険高松支店か

ら18名の皆様がリーフレット配布

に参加、国際ソロプチミストの皆様

は独自に作った「ピンクリボンかが

わポケットティッシュ」を持ち込ん

で配布して下さいました。

午後６時30分から開催したピン

クリボンかがわスタートセレモニー

には、真鍋武紀香川県知事をはじめ

発起人・役員、関係者など多く方々

が出席し、熱気あふれるステージを

作り上げることができました。

森下立昭代表に、四国学院大学学

生からピンクリボン活動を企画した

スチューデントプレゼンテーション

がありました。 （６面下段に続く）
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（５面から続く）貴重な提案とし

て、一つ一つ丁寧に取り組んでいき

たいと思います。クライマックスは

全員で一斉にクラッカーを鳴らしま

した。発射音とステージに舞い踊る

銀テープはイベントを盛り上げるの

に十分でした＝写真は前ページ。

堅実な発展への手応え

厚生労働省「女性がん緊急対策事

業」普及啓発事業として県からも補

助をいただきます。ホームページ

（ht t p : / /www . p i n k r i b b o n -

kagawa.jp）もこの事業で作成いた

しました。ぜひご覧ください。

当協会からの拠出金のほか、企業

や団体にも協賛金もいただきまし

た。社会貢献に理解のある地元企業

の経営者の皆様にも多くお目にかか

り、ピンクリボン運動の堅実な発展

を信じることができました。

このほか、ピンクリボンのピンバ

住民検診で
女性７万人減

胃がん検診

平成16年度がん検診実施状況（上）

2004年度の受診者は計261万9773

人で、前年度に比べて10万7557人、

率では3.94％のマイナスとなった。

03年度は0.66％増で、01～02年度

の減少傾向に歯止めがかかったよう

に見えたが、04年度は一転して大

幅なダウンとなった。

実施したのは前年度と同じ41支

部で、そのうち35支部で減少した。

この減少について支部の検診担当

者は「まず、市町村財政が逼迫して

いること。また、がん検診ガイドラ

インの見直しで、一部の検診とはい

え、｢隔年｣が認められたことの影響

は深刻で、一部の受診者の足が検診

から遠のいてしまった。市町村合併

も影響した」と分析している。

検診方式別 住民検診は195万

ッジを作成し、500円で頒布するな

どの募金活動も行っています。

ピンクリボン運動を通して

“Mammography Saves Lives!”

（マンモグラフィがあなたを救いま

す）のメッセージを一日も早く、一

人でも多くの人に伝えたいと願って

います。

香川県総合健診協会　企画室

（ピンクリボンかがわ県協議会事務

局）

8364人で、74.8％を占めた。しかし、

前年に比べると約９万５千人の減と

なっている。内訳は男が約２万５千

人だが、女は約７万人減と落ち込み

が激しい。

職域検診は全体の25.2％だが、受

診者数は約１万３千人の減少。

要精検率 住民検診の男は前年度

よりも0.6％減の13.1％、女は0.2％

減の8.4％、全体では0.4％減の

10.1％だった。

職域検診の男は0.6％減の9.6％、

女は0.4％減の6.6％、全体では

0.5％減の8.7％だった。

全体では、男が0.6％減の11.8％、

女が0.3％減の8.1％、トータルでは

0.4％減の9.8％だった。

精検受診率 全体では男は前年度

と同じ73.8％、女は0.2％減の84.4％、

トータルで0.1％減の78.6％だった。

これで７年連続の80％台割れとな

った。

要精検率の高い男が、前年と同じ

73.8％と振るわなかったことが響い
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ている。

住民の男は前年度より0.6％アッ

プの80.1％、女も0.6％アップの

87.0％､全体で0.6％向上した83.7％

だった。

一方、職域検診の男は1.8％減の

59.3％だったが､女は7.6％も減少し

て63.6％､全体では3.2％減の60.3％

だった。

発見疾患 胃がんの発見率は全体

で0.13％。胃がんの疑いのある人も

含めると0.14％で、昨年より0.01％

増えている。胃がんの発見率は住民

検診の男が0.28％と高く、次いで同

女の0.08％、職域の男0.04％、同女

0.03％と続く。

支部別 35支部がマイナスとな

った。最も大きく減ったのは福岡の

１万8968人、北海道も１万0884人

減だった。

福島7591人、新潟5903人、和歌

山5247人減。４千人台は岩手の

4479人のほか、宮城、熊本。３千

人台は山梨の3890人を筆頭に青森、

大分、宮崎。２千人台は佐賀の

2966人をトップに12県が続く。

増えたのは千葉の2245人を筆頭

に兵庫2215人、栃木1077人、京都

660人、鳥取206人だった。

41支部で実施し､受診者数は計

204万1829人で、前年より２万9448

人、1.4％の減だった。

検診方式別 住民検診の受診者は

158万3135人､前年に比べて３万

8942人のマイナスだった。受診者

全体の77.5％を占めるが、前年度に

比べると0.8％マイナス。内訳は男

59万8232人で１万人余の減少､女も

98万4808人で２万８千人余の減少

となった。

逆に、職域は計45万8694人で前

年度に比べ9400人あまり増えてい

る。全体に占める割合は22.5％で、

前年に比べ0.8％増えている。内訳

は男31万4256人で４千人余の増加､

女も14万4438人で同じく４千人余

の増加となった。

要性検率 全体では5.9％で、前

年度より0.5％減っている。高いの

は住民検診の男で7.8％､職域検診の

男5.4％。最も低いのは職域の女で

4.6％だった。

精検受診率 全体で69.4％で、前

年度より2.4％アップだった。しか

し、92年度から98年度まで70％台

を続けていたのに比べると､「あと

一息」の感がある。

方式・男女別では、住民検診の女

が77.5％（前年度74.1％）、同男が

71.2％（前年度68.8％）と､ともに前

年度よりも２～３％高かった。一方、

職域検診の男は46 . 0％（前年度

45.7％）、同女が48 . 1％（前年度

47.5％）と､ともに前年度よりわずか

に上がっているものの、低調だった。

発見率 全体では0.15％で、前年

度と同じだった。ここ10年ほどは

0.17～0.15％の間を行き来している

が、04年度もその範囲に収まった。

最も高かったのは住民検診の男で

0.27％、次いで住民検診の女0.12％、

どちらも前年度と同じ割合だった。

職域検診の男は0.06％、同女は

0.03％で、こちらも前年度とほぼ同

じだった。

支部別 全体では前年比２万

9448人減で、実施41支部中28支部

が前年比マイナスとなった。

減少幅が特に大きかったのは富山

の9834人減、宮城の7534人、福岡

の6319人、北海道の5492人など。

その一方で、増えた支部も11あ

った。千葉が7378人、山口が5719

人、栃木3546人などだった。

精検受診率
70％に届かず

大腸がん検診



対
が
ん
協
会
報�

日
本
対
が
ん
協
会�

蕁
（
03
）
３
５
７
１
―
５
２
０
３�

昭
和
44
年
３
月
31
日
第
三
種
郵
便
物
認
可�

東
京
都
中
央
区
銀
座
６
―
６
―
７�

朝
日
ビ
ル
内
（
〒
１
０
４
―
０
０
６
１
）�

（ 8 ） （第三種郵便物認可） 対 が ん 協 会 報 平成18年３月１日

三重県支部では２月17日に、支

部で引渡し披露式が行われ、関戸

衛・日本対がん協会常務理事事務局

長から草川實・副理事長へ検診車の

キーが引渡された。製作経過を草川

副理事長が報告し、続いて宮川一

夫・三重県健康福祉部健康づくり室

室長があいさつ、支部のがん検診へ

の期待を述べた。同支部では４台あ

る胃部検診車のうち、デジタル撮影

装置の搭載は２台目＝同右＝。

日本自転車振興会（日自振）の

17年度補助による栃木県支部の胃

胸部併用Ｘ線テレビ検診車と、三重

県支部の胃部Ｘ線テレビ検診車の

計２台が完成し、それぞれ引渡し披

露式が行われた。整備のための競輪

公益資金は、栃木県支部に2205万円、

三重県支部に2047万５千円だった。

栃木県支部の引渡し披露式＝写真

左＝は２月２日、同支部で行われた。

同支部の牧佳輝・理事兼事務局長が

製作経過を説明し、日本対がん協会

の八田伸拓企画部長から同支部の富

永慶晤理事長に検診車のキーが引渡

された。同支部では初のデジタル方

式導入となる。

日自振補助の検診車
栃木と三重に引渡し

大腸癌研究会による一般向け解説

書｢大腸癌治療ガイドラインの解説｣

（B5版56ページ､税別で1,000円）が、

このほど金原出版から刊行された。

サブタイトルは｢大腸癌について知

りたい人のために　大腸癌の治療を

受ける人のために｣。

内容は「はじめに」「ガイドライ

ンを理解するための基礎知識」「大

腸癌治療ガイドラインの解説」

「Q&A」に分かれる。

｢大腸とは｣「大腸癌とは」に始ま

り、大腸がんの広がり方､症状、検

診や診断の検査方法、治療法までを

説明している。

こうした基礎知識に立って、ガイ

ドラインの説明に入る。治療の原則

から､ステージ別の治療法、臓器別

の転移の治療法、再発時の治療法ま

で触れている。

続く「Q&A」では合併症や人工

肛門､手術後の生活などにスペース

が割かれている。

問い合わせは〒113-8687東京都

文京区湯島2-31-14金原出版株式会

社（電話03-3811-7184）。

大腸がん治療ガイド
ライン一般向け解説

《大口寄付》

▽１月26日　100万円　戸館喜重

郎さん（青森県野辺地町）

=青森県支部扱い

▽１月20日　120万円　闍相和彦

さん（甲府市） =山梨県支部扱い


