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「がんホットライン」４月開始
生活や悩み相談対応
看護師とソーシャルワーカーが回答
日本対がん協会の「21世紀の重

員長＝久道茂･東北大学名誉教授）

ア」をいっそう充実するため、４月

を設け、重点目標への取り組みにつ

18日から新たに「がんホットライ

いて諮問し、04年に提言を受けた。

ン（仮称）
」を開設し、がん患者や

「患者･治癒者のケア」については、

家族の生活上の悩みや不安に看護師

「がんの情報の提供と資料の整備」

「患者ボ
とソーシャルワーカーが回答する。 「がん患者の会の設立支援」
がん協会のホームページで近く公表
する。対がん協会のがん相談は、医

ランティアの組織化」とともに、
「がん相談の充実」が挙げられてい
た。

療の疑問や質問に答える電話相談、

これまでの電話相談と面接相談で

面接相談
（ともに事前予約制で無料）

は、がん医療の問題に関する疑問、

と、生活の問題や不安に答えるホッ

質問が最も多かった。しかし、手術

トラインの３本立てになる。

前の不安や、手術を終えたあとの生

東京･銀座の対がん協会に看護師
とソーシャルワーカーが詰め、毎週

活に関する悩み、心の悩みの相談も
少なくなかった。

火曜日から金曜日まで、午後１時半

とくにがん患者は、自分の悩みを

から４時半まで、電話で相談を受け

誰かに聞いてほしいという願いが強

付ける。医療の相談とは異なり、事

く、自らのことを語り終えてほっと

前予約は不要。

する、というケースが目立った。し

対がん協会は2000年に「21世紀

かし、患者会などの組織を除くとこ

の重点目標」として、①禁煙の勧め

うした声に答える所は少ないため、

②検診の推進③患者･治癒者のケア

新しいがん相談が協会内で検討され

の３つを掲げた。01年には「21世

てきた。

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

面接相談とも盛況で、毎回、月曜日
朝の受付開始と同時にほぼいっぱい
になり、火曜日以降の申し込みは断
っている状態が続いている。

紀のがん征圧運動検討委員会」
（委

点目標」のうち、
「患者･治癒者のケ

相談は無料で、相談の電話番号は対

また、現在行っている電話相談、

◇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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きり言い切った力強さと、｢あなた

入選 向き合おう！ あなたの体と がん検診
宮城県支部 泉田 京子さん
佳作 もう受けた？ 声かけあって がん検診
山形県支部 伊藤 孝夫さん
〃 受けてますか？ がん検診 やってますか？ がん予防
〃

大切な 家族のために がん検診

奈良県支部 村井 幹也さん
鹿児島県支部 駒水るり子さん

平成18年度がん征圧スローガン

呼びかけの力強さに新鮮味

の体｣｢がん年齢｣を使って、
「検診」
ということばを避けながら、検診を
浮かび上がらせたことが高く評価さ
れた。
泉田さんには賞金５万円が贈ら
れ、９月15日に福島市で開かれる
がん征圧全国大会で表彰される。
泉田さんは「検診を自発的に受け
に来る方は少なく、女性はとくに少

日本対がん協会の平成18年度が

ト、リーフレット

ない。私自身を含めて、節目には必

ん征圧スローガンは、宮城県対がん

など出版物に掲載

ず受けてほしい、という願いを込め

協会（日本対がん協会宮城県支部）

される。

た」と語っている。

職員の泉田京子さん＝写真＝作「向

今回は各支部か

宮城県支部は03年にも湯田教恵

き合おう！ あなたの体と がん年

ら 6 0 点の応募が

さんが「しあわせを 明日へとつな

齢」に決まった。このスローガンは

あった。対がん協会本部で厳重に審

対がん協会のポスター、パンフレッ

査した結果、｢向き合おう！｣とはっ

ぐ がん検診」で入選している。

坪野教授のファイナルアンサー

よる一次チェックのポイント」中原

禁煙・節酒、運動し野菜多く

消化管のデジタル」杉野吉則＝慶応

がん予防

日本対がん協会と結核予防会共催

１

タバコは最大の危険因子なの

慶太＝久留米大学第２内科▽「上部
大学病院
17日 「胃部フイルムの技師の読

で３月15〜17日に開かれた「平成

で、禁煙する。

影について」石渡良徳＝神奈川県労

17年度診療放射線技師研修会」最

２ アルコールも確実な危険因子な

働衛生福祉協会▽「がん予防につい

終日、東北大学の坪野教授はがん予

ので、１日１合まで。

て」坪野吉孝=東北大学大学院▽

防について講演した。

３ 体を動かして肥満に注意。
何を、 「フイルム評価」＝世話人▽終了式

それによると、がん情報の信頼性

だけではなく、どれだけ食べるかに

は①具体的な研究か②対象はヒトか

も注意が必要。

③論文報告か④臨床や追跡調査か⑤

４ 野菜と果物を多くとり、肉類と

複数の研究の支持があるか、の５点

塩分は控えめに。

事業部長に三船
企画部長は錦織

を挙げ、①から⑤に近づくほど信頼

５ 有効性が確認されているがん検

対がん協会本部人事

性が高いとした。

診を受ける。

日本対がん協会
◇

の管理部長に２月

例として2003年４月の世界保健機

「平成17年度診療放射線技師研修

１日付で、事務局

関（WHO）の「食べ物とがん予防」

会」は69人が参加した。日程と講

長付の角野卓二が

を取り上げた。それによると、
「確

師は次の通り（敬称略）
。

就任した。前任の

①から⑤までをクリアした情報の

実」にがんリスクを下げるものとし

1 5 日 「検診について｣野口雄

て運動（結腸）
、リスクを上げるも

司＝富士フイルムメディカル▽「被

のとして、肥満（食道、大腸、乳房

検者に対する放射線被曝の考え方」

など）
、アルコール（食道、肝臓、

星野豊＝結核予防会▽｢肺がんの診

には前朝日新聞編

乳房など）
、アフラトキシン（肝）
、

断と治療｣畠山雅行＝東京から肺が

集担当補佐の三船

塩漬け魚（鼻咽頭）があげられる。

森下昇は２月12日
付で退職した。
また、事業部長

んをなくす会▽
「乳がんの精密検査」

剛由（57）＝写真上＝が３月１日

「おそらく確実」にリスクを下げる

橋本秀行＝ちば県民保健予防財団▽

付で就任、前任の石井忠之は３月

のは野菜と果物（食道、胃、大腸な

「胃癌検診の精度向上」今村清子＝

ど）
、運動（乳房）で、リスクを上

横浜市立病院

18日付で退職した。
企画部長には錦織〈にしこおり〉

げるのは加工肉（大腸）
、塩と塩漬

16日 「肺がんの手術症例」中川

正文（57）＝写真下、前朝日新聞

け食品（胃）
、熱い飲食物（食道な

健＝癌研有明病院▽｢前壁二重造影

東京本社整理部次長＝が３月１日付

ど）とされている。

の撮影と工夫｣木村俊雄＝労働医学

で就任。前任の八田伸拓は４月１日

研究所▽「胃部検診精度管理」赤松

付で朝日新聞高岡支局長に転出し

暁＝兵庫県健康財団▽「撮影技師に

た。

がん予防へのファイナルアンサー
として次の５項目を挙げている。

平成18年４月１日
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０円）

対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）

厚労省の医療水準均てん化事業 新
年

対がん協会が取り組み
日本対がん協会は３月23日、東
京･築地の朝日新聞東京本社で平成

度
事
業

修･研究活動に助成する。

に取り組む。
新規事業

「21世紀初頭の重点

継続事業 ①国際対がん連合や日
本癌学会などの関連団体･学会のほ

（全国どこでも、がんの標準的な専門
医療を受けられるようにする事業）

基本方針

発表会を開く。

か、支部に対しても啓発活動や研

平成18年度の事業計画と予算案を

目標」としての｢禁煙の勧め｣「検診

に募集する研究者向けと一般向けの

「がん医療水準均てん化推進事業」

17年度理事会と同評議員会を開き、
承認した。

（3）

②奨学医制度は新年度も続け、支
部の保健師、看護師、放射線技師な

①｢がんホットライン

（仮称）｣を実施する（１面参照）
。
②患者支援キャンペーンとして、

どの専門職向け研修会を企画する。
③今年も９月をがん征圧月間とし、
がん征圧全国大会は９月15日に福

の推進」
「患者･治癒者のケア」を堅

米国などで行われている｢リレー･フ

島県支部とともに福島市で開催する。

持する。しかし、高齢化社会の到来

ォー･ライフ｣を日本でも開催する。

日本癌学会総会の開催を記念した

とともに増加を続ける患者･治癒者

野外会場で、
互いに連携しながらがん

市民公開講座は同学会、朝日新聞社

への支援が大きく浮かび上がってき

征圧を訴える行事で、患者団体や自

とともに９月30日に横浜市で開く。

た。このため、｢患者･治癒者のケ

治体、病院などの協力を得て、９月

④ほほえみ基金を基本財源として

ア｣をこれまで以上に充実させる。

につくば市での開催を計画している。

乳がん征圧キャンペーンを実施す

その一方で、国の補助事業である

③がん医療水準均てん化推進事業

る。禁煙基金は、禁煙電話相談を実

は、国立がんセンターや癌研有明病

施するほか、全国紙への意見広告掲

院などの協力のもと、全国のがん医

載、シンポジウム開催を検討する。

療拠点病院や協会支部など関係機関

⑤組織内の活動として、全国支部

と連携して、医療関係者向けに研修

長会議は全国大会前日に福島市で、

会や発表会を開く。また、厚生労働

全国事務局長会議は６月に東京で開

科学研究に認定された研究者を対象

催する。

｢情報センター｣へ要望集中
患者大集会

全国から２千人参加

第２回がん患者大集会（がん患者
団体支援機構主催、日本対がん協会

成績などの情報を望んでいることを
明らかにした。

など後援）は３月19日、東京･渋谷

パネルディスカッションでは、ジ

のNHKホールにがん患者や家族約

ャーナリストの鳥越俊太郎氏、国立

２千人が集まって開かれた。

がんセンターの土屋了介副院長、厚

内田絵子･大会実行委員長が「が

生労働省の上田博三･がん対策推進

ん医療の問題点を共有しよう」とあ

本部事務局長のほか、患者や医師が

いさつ。武藤徹一郎･癌研有明病院

討論した。今回は主に情報不足と専

長が難治がんへの取り組みなどにつ

門医不足の問題を話し合った。

いて講演した。続いて、支えあう会

国立がんセンター内に開設される

｢α｣の土橋律子代表が自らの経験を

癌対策情報センターについて、患者

通して、どれだけ自分たちが深く生

会の紹介などもできるようであって

きられるか考える場として組織を作

ほしい、専門医についても統合医療

った経緯を語った。

専門医を養成する必要がある、など

東京大学の近藤正晃ジェームス助

の意見が出された。これを受けて上

教授は、アンケート調査を通して、

田氏は｢がん対策の処方箋は見えた。

がん患者と家族の７割が医療政策に

力を携えて行こう｣と述べた。

不満をもっていること、不満が大き

最後に、がん患者団体支援機構の

いのは新薬の承認の遅さ、総合的な

俵萌子理事長が｢アクションプラン

情報の不足などに集中しているこ

2005の早期完全実施を｣などを骨子

と、患者や家族は専門医の有無、医

とする大会アピールを読み上げ、閉

師ごとの治療成績、病院ごとの治療

会した。
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国のがん対策、
熱心に勉強

平成18年４月１日

した検診実施機関に情報提供しても
責任を問われることはない。

保健師看護師研修会

第29回保健師看護師研修会

グループ討議

検診の経済的効果にも関心
日本対がん協会主催の第29回保

推進員を活用
受診率上昇

護師の仕事そのものだ、
と強調した。

健師看護師研修会は３月６、７の両

２日目は厚生労働省老健局老人保

日、東京・有明のＴＦＴビルで開か

健課の神ノ田昌博課長補佐が、乳が

れ、全国の支部、友好団体などから

んと子宮がんの検診指針改正につい

74人が参加した。

て講演した。

Ａグループ
（座長＝村田美和子さん）
子宮体がんで病院治療を勧める際
に、対象者の年齢など条件を決めて
いる支部はあるか、との質問があっ

初日は、対がん協会の関戸衛事務

受診間隔を２年に１回受診とした

局長が挨拶に立ち、検診の環境が厳

のは、間引きをして予算を削減する

しさを増す中、知識をさらに広げて

という趣旨ではなく、これまで毎年

基本健診と胃がん検診を同時に行

検診の推進に努めてほしいと述べ

同じ人が千人受診している市町村な

うときに、血圧が高値の受診者に、

た。

ら２年かけて違う人２千人に受診し

医師が胃がん検診を受けさせないと

まず、東北大学大学院の濃沼信夫

てほしい、ということだ。これによ

ころがある。血圧の基準値のある支

教授が「がん検診の経済的側面につ

り、同じ予算でもより大きな効果が

部はあるかとの質問もあった。

いて」の講演を行った。この中で、

得られるようになるはずである。ま

バリウム・アレルギーの事前チェ

患者や受診者側の費用に対する関心

た、乳がん検診のマンモ受診率は現

ックについて。宮城は問診表の中に

が高まっているので、お金に対する

状は３％弱だが、マンモグラフィ緊

「受診してはいけない５条件」があ

話は避けずに丁寧に説明すべきであ

急整備事業等により50％の受診率

り、
「腸閉塞、アレルギー疾患、胃

ること、費用便益分析というやり方

を目指し、国としても取り組んでい

の手術をして５年未満、または大腸

でがん治療費用を計算すると、受診

る、と強調した。

がん手術をして５年未満、妊娠中」

率、検診コスト、発見されたときの
病期、発見率などがそろって向上す
ると、受診率が1.5倍になったとき、

このあと質疑に移った。主な質問
と回答は次の通り。
Ｑ=平成16年の指針見直しによ

516億円が節約できるため、受診率

り、エコー検査により乳がん検診を

の向上や、検診コストの削減などが

実施してきた市町村等において混乱

大事であることを強調した。

を生じているのではないか。

続いて厚生労働省の上田博三がん

た。

をチェックしている。
富山では乳がん検診の成績があが
っているというので、同県からの参
加者に話を聞いた。

Ａ=指針は技術的な助言であり､

対策推進本部事務局長が「国の新た

市町村に強制するものではないが、

ながん対策について」
。

専門家がエビデンスに基づき検討し

この中で上田事務局長は、国レベ

た結果である。エコー検査による乳

ルのがん対策の中でがん対策アクシ

がん検診は一部の市町村で実施され

女性スタッフをそろえ、がん対策

ョンプランについて詳細に説明し

ていることは承知しているが、有効

推進員というボランティアが受付や

た。具体的には、135ある地域がん

性等についてさらに検討を進めてい

誘導に活躍している。個人情報保護

診療拠点病院を再編し、全国で370

くべきものと考えている。

法以降は、受診勧奨や結果のとりま
とめなどには関与しなくなっている。

個所に整備すること、国立がんセン

Ｑ=国の方針は保健師、看護師は

ターに今秋設けられるがん対策情報

理解しているが、自治体の財政の担

受診券を対象者全員に個人メールに

センターは、拠点病院の相談支援セ

当者がわかっていない。市町村への

添付したり、夜間・休日検診を行っ

ンターを支援すること、などを説明

PRがもっと必要ではないか。

たり、大々的にPRを行っている。

した。
日本医療コーディネーター協会の
嵯峨崎泰子会長と川上祥子理事は
「患者支援と医療コーディネーター」
について講演した。
医療コーディネーターの仕事は、

Ａ=指針改正のねらいが市町村に

受診率は17.1％で全国トップ、がん

正確に伝わるよう、国としてもしっ

の発見率も倍になったという。隔年

かり説明したいと考えている。

検診とうたっているが、会場に来た

Ｑ＝個人情報保護の関係で、デー
タが精検機関から届かず、追跡調査
が難しくなっている。

方は全員受診させているという。富
山は熱い、と感じた。
乳がん検診は、視触診をはずした

医療サービスをする側と受ける側の

Ａ=精密検査の結果は、個人情報

ら受診率が上がった支部も結構あ

間に立って、両方の立場の違いから

保護法の例外規定に含まれ、本人の

り、驚かされた。受診者も市町村も

来る隙間を生めることで、まさに看

同意なしに市町村や市町村から受託

検診機関も視触診を望んでいないの
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では、という印象を受けた。しかし、

を市町村がしてくれることがPRに

ってほしい。がん検診はこんなに大

北海道のデータでは、マンモグラフ

つながると思う。ほかにも事業所へ

事だよ、ということを市町村で、講

ィに映らないがんが視触診で見つけ

のPRが大事で、これからの問題だ。

演会で検診の現場で、強調してほし

られたりする。

検診会場では医師によるオリエンテ

い。

岩手では子宮がん検診が20代に

ーションが必要だが、話している暇

シフトしたので、大学祭などの勧誘

があったら検診を進めてくれという

では、これまでのようなティッシュ

市町村もあり、
臨機の判断が必要だ。

ペーパーではなく、油取り紙を配っ

Ｄグループ（座長＝宮原典子さん）

必要な情報が
入らず困惑

金のかからぬ
事業評価を
Ｃグループ
（座長＝金沢美恵子さん）

って行っているところがある、とい

指針見直し後の受診者減少とか、

う報告があった。若い人が多いヨガ

Ｂグループ（座長＝滝沢迪子さん）

季節による変動への対策について、

教室とのタイアップで検診している

たという支部があった。

女性議員を
味方につける
市町村では少ない予算の中で、が
ん検診のPRをケーブルテレビを使

乳がん検診は，各支部がいろいろ

各支部それぞれの事情を抱えている

ところもあった。検診を受けやすい

なやり方をしている。国の指針の通

が、例えば富山は冬期間、受診が設

環境を作る工夫もなされている。し

りに実施したところは受診者が半減

定されていないので、今後は職域を

かし、受診者減少は事実で、初回受

している。対象外でも受信を希望す

ターゲットにしていきたいという話

診者の発掘にはなかなかつながらな

る人は受け入れて、受診者数を前年

があった。１月実績で子宮がんでは

いのが実情だ。

の70％位にあげたところもある。

前年対比30％減、乳がんでは20％

少ない財源でいかほど成果を上げ

また、新しい試みとして北海道は子

減まで持ち上げたが、市町村に出向

るか。初診者の掘り起こしについて

宮頸がん検診で、ＨＰＶ（ヒトパピ

いて説明して、その要望を受けて検

は、20万人の人すべてにパンフレ

ロマウイルス）検査を希望者に実施

診を実施するという取り組みをした

ットを用意していくというところも

しているという。

結果だ。

あり、初めてがん検診の対象になっ

個人情報については、適用が厳し

受診者が落ち込んでいる中で、群

くなり、本当に必要な情報が入らな

馬では子宮がん受診が３分の１に減

た人、例えば子宮がんは30歳とし
ているなら、
その人にはがきを出す。

ったが、医師会の組織を通じて今後
３年間は、隔年ではなく毎年受診と
する約束を市町村から取り付けるこ

くなっている。このため、多くの支

それはアンケートも兼ねていて、未

部で以前よりも追跡調査が難しくな

受診者にはそれなりのアプローチを

っている。国でも、対がん協会でも、

する、などの報告があった。

医師会でも精検の結果などの報告を

とで、回復した。若い層をターゲッ

厚生労働省は、マンモグラフィ受

検診実施機関に返すよう働きかけて

トに 1 8 年２月から自己採取した

診率の目標を50％においているが、

ほしい。絶対に個人の不利益になる

HPV検診をホームページで返した

今の乳がん受診率13％をなんとか

ものではなく、検診を良くするため

り郵送したりして、成果を出してい

25％まであげないといけない、と

にも、ぜひ必要なことだ。

る。

いうことがあると思う。福岡はその

受診率向上は、広報車を出して検

千葉県浦安市の検診センターは、

ための試みとして、市町村に対して

診会場を案内するとか、ポスター、

個別に20歳から39歳の誕生月には

初再診者のがん発見率、早期・進行

あるいは休日検診、ダイレクトメー

がきで受診を勧奨し、成果を挙げて

期率などのデータを添えている。部

ルなど手段を尽くしたら、受診者が

いるという報告があった。

位によっては初回受診者は再診者の

増えたという報告があった。

事業評価性については、受診者デ

２倍から７倍の発見率がある。
また、

熱心にやれば受診率は上がるけれ

ータの蓄積に使うシステム化が、ソ

再診者は早期がん率が高いというこ

ど、しかし、受診者が増え過ぎるこ

フトの改正などにお金がかかる。現

とがある。

とは、市町村にとってはまずいこと

場では大変な労力がいる。これを何

個人情報保護の適用が厳しくなっ

のようだ。

とか金のかからないシステムででき

ているが、議会の女性議員や女性ス

るようにすることが、国の段階でで

タッフを味方につける必要がある。

きないだろうか。

そういう人たちに資料を提供するこ

子宮がん検診では千葉から、出し
たはがきの15％が受けに来た。こ
うしたはがき、広報車、講演会など

健康教育については、保健師にや

とが必要だ。

（6）

対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）

「患者に前立腺の最新知識を」
群馬の
ＮＰＯ

サイトを開設、
講演会も

平成18年４月１日

術講演会・相談会の主催＝患者や家
族､体験者を対象にしている。移動
相談会｢前立腺がんを語ろう会｣を開
き、１家族と約１時間かけて治療法

｢がん患者と医師の水平な関係か

は、十分な時間をかけて説明される

の説明を行ったりしている③患者団

らすべては始まる｣という理念を掲

必要があり､患者の側もそれを理解

体・患者会への支援、などがある。

げて、
「NPO群馬前立腺がん患者さ

できるだけの正確な情報を持つ必要

んを支援する組織」が群馬県内で、

がある」
。そのため、活動の重点は、

してヨード125による小線源治療が

群馬県民を対象に、さまざまな活動

前立腺についての最新の情報を患者

できる組織の一覧、生検組織の結果

を展開している。

ホームページでは､｢新着情報｣と

や家族に提供することに置いている。

とPSA値と臨床病期を基に病状を

この組織は04年４月に、がん患者

おもな活動は、①インターネット

予測するツールの紹介､群馬県内の

と医師の間の正確な情報交換を目的

のウェブサイト開設＝最新の医学情

前立腺がん検診の予定､などが掲載

として発足。05年９月24日に群馬

報や、群馬県内の前立腺検診につい

されている。

大学医学部で第１回総会を開催した。

ての情報を提供し、また、前立腺が

理事長には山中英壽・群馬大学名

ん治療についてのQ&Aの提供②学

会報として「れんげつつじ通信」
を発行している。

誉教授（平成15年度朝日がん大賞
受賞者）が就任。家崎智・群馬県医
師会名誉会長（前日本対がん協会群
馬県支部長）
、鈴木和浩・群馬大学
大学院教授、古作望・望真会古作ク
リニック理事長らが理事となってい
る。
同組織の基本的な立場は「治療決
定の時のインフォームドコンセント

平成16年度がん検診実施状況（中）
総合判定は
１万人減る
肺がん検診

なっている。
男女別・方式別に比べると、住民
検診の男が3.4％、同女が2.4％、職
域の男が1.7％、同女が1.3％となっ
ている。
精検受診率 一番高いのが住民検

国立がんセンター

人口動態統計によれば、肺がんに

診の女が82.5％、同男78.6％で、と

すべての外来患者
診療は完全予約制

よる04年の死者数は５万9922人で、

もに微増している。続いて職域の男

がんによる死亡の１位となっている。

が62.0％で5.3％マイナス、同女が

国立がんセンター中央病院と東病

日本対がん協会支部による肺がん検

58.9％で、15.7％減だった。

院は４月１日から、原則としてすべ

診は、前年度より１減の40支部が

ての外来患者に予約を求めている。

実施し、受診者は354万1296人だっ

が0.24％で前年と同じだが、他の検

初診の患者も処方だけの患者も、予

た。前年度に比べ１万1554人減で

査より際立って高い。喀痰による判

約が必要になっている。

0.3％のマイナス。04年度の検診受

定0.07％の３倍強、総合判定の５倍

診者数が全般に減っている中で、落

弱となっている。

これは、患者が長時間待たされ、
予約時間通りに診療を受けることが

ち込みの幅は他の部位に比べて少な

できない最大の原因が、予約なしで

い。

来る患者が多いため。
初診の患者は、紹介医に同病院の

判定方法 総合判定（１次検診で
Ｘ線間接撮影写真のダブルチェッ

がん発見率

ヘリカルCT＋喀痰

マンモ受診
57.4％に

予約を取ってもらう。紹介医の紹介

ク、前回撮影写真との比較読影と、

状と初診申請書、患者が書いた初診

高危険群の３日連続喀痰検査によっ

申込書を、紹介医が同病院にファク

て判定）を実施したのは36支部で、

スして、申請受け付けとなる。

前年度より１つ減った。総合判定の

部で実施した。受診者は、過去最高

受診者は303万0033人で、前年度よ

だった03年度を３万2890人上回る

り１万0084人減った。

114万6051人で、伸び率は3.0％だ

予約なしで初診として行った場合
は、初診料に特別加算料金の支払い
が必要になる。また、予約がないと

このほか、４支部が間接撮影の代

待ち時間が長くなり、当日に専門科

わりにCR
（デジタルX線）
、
９支部が

の医師の診察を受けることができな

ヘリカルCT検診を行なっている。
要精検率

乳がん検診
前年度よりも１支部増え、39支

った。X線（マンモグラフィ）の受
診者は全体の57.4％を占めた。
住民検診のうち、車･出張による

総合判定が2.6％で前

検診が92万9067人で、前年より２

詳細は国立がんセンターのホーム

年度より0.1％減。CR
（デジタルX

万0894人増。施設での検診が11万

ページhttp://www.ncc.go.jp/jp/

線）
＋喀痰が2.8％で0.8％減、ヘリ

4854人で239人減。職域検診は10万

ncch/gairai̲yoyaku.htmlへ。

カルCT＋喀痰が8.5％で0.9％増と

2130人で、前年度比１万2235人増。

い可能性が高くなる。

平成18年４月１日

（１部７
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なお、掲載した表３は、今年度か
ら検診方式の実態に合わせ、昨年ま
での３種類から７種類に増やした。
要精検率

全体では6.4％で、こ

れも過去最高だった前年度の5.5％
を0.9％上回った。
職域検診での要精検率が6.6％で
最も高く、これは前年度に比べて
0.5％の上昇。車･出張による住民検
診が6.5％で続き、前年度の5.6％に
比べ0.9％上昇した。住民の施設検
診は5.3％で、これも前年度に比べ
0.6％増加した。
検診方式による要精検率は、X線
（マンモグラフィ）
＋超音波
（エコー）
が最も高く9.8％と、１割近い数字
になった。続いて視触診＋X線の
8.5％、X線のみの7.4％、超音波の
みの7.3％、視触診＋超音波5.6％、
視触診＋X線＋超音波の5.4％、視
触診のみの3.4％となっている。
精検受診率 最も多いのが住民の
施設検診で92.3％。前年度よりも
1.8％上昇した。次いで住民の車･出
張による検診で89.2％で、前年度に
比べて2.2％増。職域検診は78.3％
で、前年度比マイナス0.4％だった。
検診方式別に見ると、精検受診率
が高いのは視触診＋X線の91.1％。
次いで視触診のみの88.1％、X線の
みの85.7％、超音波のみの85.2％と
なっている。最も低いのがX線＋超
音波の80.1％だが、それでも80％
を超えている。
発見率 最も高かったのがX線＋
超音波の0.42％だった。受診者数は
３万人弱だが、発見率は飛びぬけて
いる。ついで、視触診＋X 線の
0.27％、X線のみの0.24％、視触
診＋X線＋超音波の0.20％。
超音波のみは0.17％、視触診＋超
音波は0.12％、視触診のみは0.10％
だった。
訂正

対がん協会報３月号の｢平

成16年度検診実施状況｣の記事中、
富山県支部の大腸がん検診の受診者
数「20,724人」は「30,660人」の誤
りでした。従って､前年度との差は
「102人増」に、大腸がん検診受診
者総数は「2,051,765」に、前年度
との差は「▲19,512」に訂正します。
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れている。１階の中央には庭園があ
り、癒しを演出している。
２階は検査室のほか、食堂と休憩
スペースがあり､マッサージチェア

対
が
ん
協
会
報

がそろえられている。

乳がんビデオを希望者に
日本対がん協会は､乳がん検診啓
発のために制作した乳がん検診啓発
ビデオ「乳がん あなたは大丈夫？
〜がん検診を受けましょう〜」を希

庄内に新検診センター

望者にわけている。

山形県支部が開設

監修は順天堂大学乳腺センターの

山形県結核成人病予防協会（日本

霞富士雄所長（前癌研有明病院レデ

対がん協会山形県支部）は、酒田市
東町に新しい庄内検診センターを建

工夫を凝らしている。とくに問診ブ

ィースセンター長）
。画面から乳が

設、３月15日に関係者を招いて施

ースはついたてで仕切られており、

ん検診の大事さを説くのは静岡県立

設見学・落成記念祝賀会を開いた。

他人の視線を気にせず問診に応じら

静岡がんセンターの高橋かおる乳腺

れる。

外科部長、アドバイスするのは姫路

センターは同市船場町にあった
が、検診需要が増えて手ぜまになっ
たため、場所を移して新築した。

また、レディースホールは女性対

赤十字病院の石塚真示外科部長。

象の検診設備を集中し、子宮がん検

日本宝くじ協会の助成金を受けて

新センターは鉄筋コンクリート２

診室、マンモグラフィ室（マンモグ

制作され､厚生労働省の推薦を得た。

階建てで、床面積は１階1859平方

ラフィ２基）
、更衣室、トイレがあ

上映時間は30分。

メートル、２階807平方メートル。

り、ここ１個所で済むように工夫さ

人間ドックや各種のがん検診のほか、

れている。
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ビデオ、DVDとも本体は無料で､
送料の負担だけをお願いしている。

定期健康診断などにも対応できる。

１階にはこのほか、胃･胸検診検

１階には受診者の問診ブース、ロ

査室、超音波・心電図室、採血･血

都中央区銀座6-6-7

ッカールーム、レディースホールが

圧･眼底コーナーなどがある。胃･胸

本対がん協会（電話03-3571-5203、

あり、それぞれプライバシー保護に

検診にはデジタルX線装置が導入さ

ファクス03-3571-5255）まで。

問い合わせは〒104-0061
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