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肺がん死亡
６万人超す
厚生労働省は６月、2005（平成

昨人
年口
の動
統態
計

前年に比べて死亡者が1000人以

17）年の人口動態統計概数を発表

上増えたのは男の肺がんだけだった。

した。がん（悪性新生物）による死

次いで胃がんが男３万2637人
（前

亡者の総数は32万5885人で、前年

年比マイナス214人）
、
女１万7669人

に比べ5527人増えた。内訳は男19

（同マイナス42人）
、
計５万0306人

万6577人、女12万9308人。前年に

（同マイナス256人）
。胃がんは前年

比べ男は3481人、女は2046人の増

までわずかだが増える傾向が続いて

加だった。

（関係記事４〜５面）

いた。
05年は再度マイナスに転じた。

人口 1 0 万人に対する死亡率は

３位は大腸がんで、
男２万2148人

258.2
（前年253.9）で、男319.0
（同

（前年比313人増）
、
女１万8679人
（同

313.5）
、女200.2
（同197.1）
。いずれ

472人）
、
計４万0827人
（同785人増）
。

も前年に比べ増えている。

女のがんの第１位は大腸がんで、

同年の全死亡者は108万4012人

胃がんとの差が昨年は500人弱だっ

で、がんによる死亡者はそのうちの

たが、今年は胃がんが減ったことも

30.1％を占め、
「日本人の３人に１

あり、1000人以上の差がついた。

人はがんで死ぬ」という状態が続い
ている。
部位別で死亡者が最も多かったの
は肺がんだった。男４万5187人、
女１万6871人、計６万2058人。初

肝がんは前年に比べ男女ともに減
ったが、それでも死亡者は計３万
4260人だった。
男の前立腺がんは423人増の9263
人だった。

めて６万人台となった。前年に比べ

女の乳がんは前年より196人増の

て男1266人、女870人、計2136人

１万0720人と、昨年に続き１万人

増えている。

台だった。

協会本部がん無料相談
◇生活相談 火〜金曜の午後１

師会推薦の医師。午後２時から４
時まで、１人25分ずつ。
◇電話相談

月曜午後１時20

時半から４時半まで。がんの不安

分から４時40分まで、１人15分

や生活の悩みに看護師とソーシャ

以内で。担当は日本対がん協会の

ルワーカーが答える。
予約は不要。

近江和夫顧問医。

電話03-6215-7060。

いずれも無料だが、面接と電話

◇面接相談 毎月１〜２回、東

医療相談は予約が必要。申し込み

京・銀座６丁目の協会本部で。担

は月〜金曜の午前10時〜午後４

当は癌研究会有明病院と東京都医

時半まで電話03-3571-5203へ。
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日本で初めて開催される
リレー・フォー・ライフジ
ャパン2006の参加申し込
み方法などが決まりまし
た。申し込み締め切りは８
月23日です。奮ってご参
加下さい。
（申し込みの詳
細要領は３面に）
開催日：2006年９月２日
貍 リレーウオークのスタ
ートは12:30からです
会場：筑波大学陸上競技場
（茨城県つくば市天王台
1−1−1）
主催：財団法人日本対がん
協会
共催：リレー・フォー・ラ
イフ実行委員会
特別協力：アメリカ対がん
協会
運営協力：筑波大学附属病
院
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新理事長に広瀬氏

平成18年７月１日

富山支部長に齋田氏
日本対がん協会の富山県支部（富
山県健康スポーツ財団）の支部長に
同県副知事の齋田道男氏が５月31

岸本葉子さん、
評議員に

日付で就任した。また、滋賀県支部

日本対がん協会の平成18年度理

センター検診技術開発部長）
、渋谷

（滋賀県健康づくり財団）の常務理

事会と評議員会は６月７日、朝日新

大助（日本対がん協会宮城県支部常

事兼事務局長に６月１日付で前事務

聞東京本社で開かれ、平成17年度

任理事・宮城県対がん協会がん検診

局次長の教野良隆氏が、広島県支部

の事業報告と決算、平成18年度の

センター所長）
、瀬戸山史郎（日本

（広島県健康福祉センター）の常務

補正予算を承認した。続いて役員改

対がん協会鹿児島県支部副支部長・

理事兼事務局長に６月９日付で前自

選を行い、佐藤良逸理事長（朝日新

鹿児島県民総合保険センター所長）

治総合研修センター所長の伊藤驪雄

聞社常務取締役）が退任、後任に広

〔退任〕理事長

佐藤良逸（朝日新

氏がそれぞれ就任した。なお、石川

瀬幸雄氏（朝日新聞社常勤顧問）を

聞社常務取締役）▽常務理事 植松

県支部
（石川県成人病予防センター）

選んだ。また、常務理事の植松治雄

治雄（前日本医師会会長）
、横山進

の西正美支部長は４月30日付で辞

氏（前日本医師会会長）と横山進一

一（生命保険協会会長）▽理事 奥

任、木村博承氏が職務代理者となっ

氏（生命保険協会会長）が退任し、

田碩（前日本経済団体連合会会長）
、

た。各支部の異動は次の通り（敬称

唐澤隹人氏（日本医師会会長）と斎

前田晃伸（前全国銀行協会会長）
、

略）
。

藤勝利氏（生命保険協会次期会長・

三村明夫（前日本鉄鋼連盟会長）▽

第一生命社長）
が新たに選任された。

評議員 関原健夫（日本インベスタ

評議員では、女性初の岸本葉子さ

ー・ソリューション・アンド・テク

ん（エッセイスト）ら４人が新たに

石川 支部長職務代理 木村博承

幸雄
（ひろ

滋賀 副支部長 浅野定弘 県医

せ･ゆきお）
氏 東京

師会長▽常務理事兼事務局長 教野

広瀬

新しい人事は、いずれも７月１日

事▽退任 石井隆一（支部長）
副理事長▽辞任 西正美（支部長）

ノロジー社長）

選ばれた。

富山 支部長 齋田道男 県副知

大法学部卒。朝日新

良隆（同事務局次長）▽退任 山敷

広瀬幸雄（朝日新

聞社東京本社広告局

祐亮（副支部長）
、田渕金彦（常務

聞社常勤顧問）▽常務理事 唐澤隹

長、常務取締役を経

理事兼事務局長）＝６月１日付で参

て、平成 1 8 年６月

与に

付で次の通り（敬称略）
。
〔新任〕理事長

人（日本医師会会長）
、斎藤勝利
（生命保険協会次期会長・第一生命
社長）▽理事 畔柳信雄（全国銀行

23日から同社常勤顧問。63歳。
唐澤

隹人
（からさわ･よしひと）

広島 常務理事兼事務局長 伊藤
驪雄
（前自治総合研修センター所長）

協会会長・三菱東京ＵＦＪ銀行頭

氏 千葉大医学部卒。墨田区医師会

▽退任 高橋一夫（常務理事兼事務

取）
、関原健夫（日本インベスタ

会長、東京都医師会会長、日本医師

局長）

ー・ソリューション・アンド・テク

会理事を経て平成18年４月から同

ノロジー社長）
、馬田一（日本鉄鋼

会長。64歳。

連盟会長・ＪＦＥスチール社長）
、

斎藤

富山 齋田 道男
（さいだ･みちお）
氏

勝利
（さいとう･かつとし）

御手洗冨士夫（日本経済団体連合会

氏

会長・キヤノン会長）▽評議員 岸

相互会社常務、専務を経て社長。平

本葉子（エッセイスト）
、斎藤博

成18年７月21日に生命保険協会会

（国立がんセンターがん予防・検診

新支部長

県副知事。61歳。

一橋大商学部卒。第1生命保険

長に就任予定。62歳。
新事務局長

50周年検討委を設置

センター総長で協会常務理事の垣添

滋賀 教野 良隆

忠生氏を委員長に選ぶとともに今後

（きょうの･よしたか）

の進め方などを論議した。
その結果、

氏 県立心身障害児

会で、
「創立50周年検討委員会」の

まず過去10年ほどの協会の活動を

総合療育センター次

設置を決めた。1958年に創立された

再検証することになった。

長、滋賀県健康づく

日本対がん協会は６月７日の理事

り財団事務局次長を歴任。61歳。

同協会は２年後の2008年で50周年

その他の委員は、協会副会長で理

を迎える。この節目に、これまでの

事の武藤徹一郎氏、理事の関原健夫

広島 伊藤 驪雄

歩みを検証するとともに、今後の進

氏、評議員の岸本葉子さん、斎藤博

（いとう･たかお）
氏

むべき方向と、併せて記念事業につ

氏、渋谷大助氏、土屋了介氏と日経

県議会事務局次長、

いても検討してもらうことになった。

メディカル編集委員の埴岡健一氏の

自治総合研修センタ

７人。

ー所長を歴任。
59歳。

同日第１回会合を開き、国立がん

平成18年７月１日

対 が ん 協 会 報

（１部７
０円）

課税問題など論議
日本対がん協会の平成18年度全
国事務局長会議は６月 1 5 日、東

（第三種郵便物認可）
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事務局長
会議

る状況はおかしい」
岩手「税についてもっと徹底して

京・麹町の全国都市会館で開かれ、

勉強しなくてはならない。厚労省の

44支部から61人が参加した。まず

いいなりではなく全国的に検診が公

本部側から今年度の事業計画、がん

益事業だという運動を盛り上げなけ

医療水準均てん化事業、支部助成、

れば問題は解決しない」

研修計画や電話生活相談（ホットラ

質疑では、山形県支部の要望にも

イン）
、リレー・フォー・ライフな

関連して公益法人の認定と検診事業

どについて説明・報告が行われた。

への課税問題について白熱した議論

支部からの連絡では、山形県支部が

が展開された。

検診の重要性を強調
垣添総長講演

垣添・がんセンター総長の「がん
医療水準均てん化推進事業につい

公益法人制度改革に伴う公益認定と

とくに各支部とも市町村の委託事

て」と題した講演は、がんとはどう

法人税非課税についての要望、福井

業が一般財源化されて以降の検診事

いう病気か、ということから説明す

県支部が施設の相互利用など各県支

業の厳しい運営状況を訴える声が相

るなど、やさしく、わかりやすく、

部の協力連携強化をそれぞれ訴え

次いだ。また、
「減価償却の活用で

高度な検診や医療技術を全国に広め

た。

税を軽減した」
「受診率が高ければ

ることの重要性を強調した＝写真。

質疑のあと、国立がんセンターの

安くするなど率によって料金格差を

とくに最近、がんセンターの検診

垣添忠生総長が「がん医療水準均て

つけることも考えている」などの工

部で自ら被験者となって早期の腎臓

ん化推進事業について」と題して講

夫が披露されたほか、
「精度管理を

がんを発見、
治療したことを披露し、

演した。

しっかりした検診機関の評価制度が

検診の有用性をユーモアを交えなが

欲しい」という要望も強かった。

ら訴えた。

◇
神奈川（県支部）
「制度改革後も

これに対し本部の関戸事務局長は

均てん化については、情報センタ

公益法人として認定される見通しは

「いずれのご意見も、おっしゃると

ーの活用に外部の目を光らせること

おりで同感です。公益法人の認可が

や拠点病院同士の連絡体制強化など

得られるように努力していきたい。

をポイントとして指摘した。

あるのか」
愛知「検診事業を取り巻く状況は
厳しい。本部はがんの啓発事業をも

検診を公益事業と認定し、非課税と

最後に今後の課題としてたばこ規

っと活性化して欲しい」

するように大きな声にして効果的に

制強化や検診の充実などを改めて強

福井「検診事業は経費増の一方で

訴えていきたい。ここ２、３年が存

調したあと、
「患者さんの発信して

精度管理や競争激化などもあり締め

亡の危機と考えてやる」と決意を強

いるものを読み取る目、聞き取る耳

付けられている。本来、行政が担う

調した。

をもつことが必要」と医療側の取り
組み姿勢を示した。

べきもので、現状のように課税され

リレー･フォー･ライフジャパン2006 参加申し込み要領
【参加費】

電話番号（チームの場合は代表者名

い。
折り返し参加証をお送りします。

一般（大人）2000円

と参加者の人数を明記）を８月23

参加証は開催当日必ず持参してくだ

高校生 1000円

日貉までに、下記あてお送りくださ

さい。記念品の引き換え証になりま

参加費の一部は患者支援活動に寄付

い。

す。

されます。当日会場に来られない方

〒104−0061東京都中央区銀座6−

は、寄付金のみ（1000円）での参

6−7

譛日本対が

リレー･フォー･ライフ事務局03−

加もできます。記念品をお送りしま

ん協会「リレー･フォー･ライフ」係

6671−4855（問い合わせのみ、電

す。

ファクス：03−3571−5255

話での申し込みはできません）

E-mail：koho@jcancer.jp

日本対がん協会のホームページでも

郵便、ファクス、電子メールで最初

申し込み確認後、事務局から郵便振

案内しております。

に「リレー･フォー･ライフ参加申し

替払込取扱票などをお送りしますの

http://www.jcancer.jp

込み」と書き、以下参加者氏名、年

で、指示に従って2006年８月25日

齢、性別、郵便番号、住所、連絡先

貊までに参加費を払い込んでくださ

【参加申し込み方法】

朝日ビル４階

【お問い合わせ】
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対 が ん 協 会 報

平成18年７月１日

死亡率300超は10県
昨年の人口動態統計
がんによる死亡率（人口10万人
対）が300を超えた県は10あった。
全がん=①秋田337.2②島根333.4
③山口323.1④高知317.4⑤和歌山
315.1⑥佐賀313.5⑦長崎313.3⑧山
形311.6⑨新潟306.0⑩青森305.2
胃＝①秋田65.3②山形57.2③新潟
55.5④和歌山52.7⑤富山52.6
大腸＝①秋田46.3②岩手43.5③島
根42.4④山形42.1⑤青森42.1
肺＝①和歌山67.5②長崎65.2③島
根63.5④山口63.5⑤鳥取58.5
乳房（女だけ）＝①福井18.7②福
岡18.6③東京18.3④山形18.1⑤北海
道18.0
前立腺＝①岩手23.6②青森23.6③
長野22.6④鹿児島21.9⑤秋田21.8
◇
文中と表中のがん部位の正式な名
称は次のとおり。
「大腸」＝結腸のがん、直腸Ｓ状
結腸移行部及び直腸のがんの合計。
「肝」＝肝及び肝内胆管のがん。
「胆」＝胆のう及びその他の胆道の
がん。
「肺」＝気管、気管支及び肺のがん。
文中と表の死亡数と死亡率は厚生
労働省発表の数字に基づいている
が、表やグラフは対がん協会が一部
を改変して作成した。

平成18年７月１日

（１部７
０円）

対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）
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新しい検診に
注文が相次ぐ
ブロック代表者会議
日本対がん協会ブロック代表者会
議が５月30日、東京・中央区の朝
日新聞東京本社で開かれた。
本部側から新しい検診システム開
発の取り組みが説明されたのに対
し、ブロック代表委員からは「安か
ろう悪かろうの検診業者が参入して
きている中で、いい検診でも高価な
ものではだめだ」
「新システムを作
っても遵守されるものにする方策が
重要だ」
「県や市町村を啓蒙してい
く必要がある」など、年々厳しさが
増している検診事業現場からの注文
が相次いだ。
出席した代表委員は次の通り（敬
称略）
。
東北・北海道＝千葉洋志（岩手県
支部）▽関東・甲信越＝岡英夫（群
馬同）▽東海・北陸＝北出弘（三重
同）▽近畿＝西海薫（兵庫同）▽中
国・四国＝仙波匡彬（愛媛同）▽九
州・沖縄＝小林脩和（福岡同）▽本
部推薦＝鈴木務（宮城同）

３団体連絡協議会を開催
結核予防会、予防医学事業中央会
と日本対がん協会による３団体連絡
協議会の今年度第１回会合が６月
22日、東京都内で開かれた。
公益法人制度改革について課題が
数多く論議され、今後も継続的に３
団体の連携を密にして取り組んでい
くことを確認した。
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死亡率減が正しい検診
既存のデータで指標を

支部代表者らに
精度管理研修会
の本が
国対ん
立が検
がん診
ん協の
セ会精
ンの度
タ支管
ー部理
で代に
表つ
者い
らて
＝熱
東心
京に
都説
中明
央を
区聞
築く
地日

正しいがん検診が正しく行われる
ためには、どうしたらいいか――が
ん検診の精度管理に関する日本対が
ん協会の研修会が６月 1 6 日、東
京・築地の国立がんセンターで行わ
れた。
実際に検診を行っている日本対が
ん協会の各県支部代表者が対象で、
37支部から約50人が参加した。
がんセンターがん予防・検診研究
センターの斎藤博氏が「今後の精度
管理について」
、濱島ちさと氏が
「精度管理の現状と課題」とそれぞ
れ題して講演した後、質疑応答、討
論を行った。

表すること、市町村は適切な検診機

を決め、それに基づいて目標値を定
める必要を示した。

斎藤氏は検診の目的は死亡率を減

関に事業を委託すること、検診機関

少させることが重要であり、発見率

は市町村への正確な情報提供などを

が高ければいいものではなく、その

求められているという。

質疑応答では、支部代表者から
「有効な正しい検診をしたいがコス

そして今後の精度管理として、管

トがかかり、市町村からは値下げ要

とした。そのための検診体制には、

理指標をモニタリングして分析、評

求が強い」
「損益計算を無視した業

検診のアセスメント（有効性評価）

価し、データを公表したり検診機関

者が入り入札で負ける」
「検診機関

と検診実施マネジメント
（事業評価）

へ結果を知らせることにより改善を

を評価し公表して欲しい」など運営

の２本の柱がきちんとしていること

図ることと劣悪な業者があれば介入

の窮状を訴える声が相次いだ。これ

が必要だという。

していくことなどを提案した。

に対し斎藤氏は「個人的立場でいえ

結果の死亡率で有効性が判断される

とくに事業評価について国、都道

一方、濱島氏は精度管理のための

ば、国が何らかの対応をすべきだと

府県、市町村、検診機関それぞれに

マニュアルや認定制度が現状では充

思っているが、今しばらくは耐え忍

求められる役割をあげた。国の役割

分に活用されていないことなどを示

んでいただくほかない」としながら

は、全国の情報を収集し検診事業の

したうえで、地域保健・老人保健事

も、今の取り組みが検診現場の経営

実施状況を把握した上で分析、評価

業報告の発見率や要精検率、精検受

的な苦境打開につながるよう努力を

をすること、都道府県は市町村や検

診率などデータ入手が容易で全国的

続ける考えを示し、理解と協力を要

診機関の事業評価や結果を住民に公

に比較可能なものを使って管理指標

請した。

女子プロゴルフでチャリティー
ほほえみ基金に一部を寄付へ
7月20〜23日、茨城・潮来市で

ントであることから、働く女性をサ
ポートすることをメインテーマに、
母子福祉や児童福祉事業への支援
を」として、乳がんについての啓発
と情報提供をしているほほえみ基金

女子プロゴルフトーナメントで集

手の獲得賞金とギャラリーの入場料

に寄付することになった。また、テ

められるチャリティ基金の一部が、

のそれぞれ10％のほか、大会イベ

レビ朝日福祉文化事業団や潮来市社

日本対がん協会のほほえみ基金に寄

ントの収益金も全額がチャリティ基

会福祉協議会のほか、
「日本プロゴ

付されることになった。

金になる。

ルフ殿堂」設立へ向けた準備基金と

７月20日から23日まで茨城県・

主催のＮＰＯスポーツフィランソ

潮来カントリー倶楽部で開催される

ロピー協会は、スポーツを通じて社

日本対がん協会も茨城県支部の協

賞金総額１億3000万円の「フィラ

会貢献やチャリティ活動を行うこと

力を得て、大会期間中の会場に女性

ンソロピーＬＰＧＡプレイヤーズチ

を目的に設立された団体。
このため、

に多いがんに関する展示スペースを

ャンピオンシップ」大会で、出場選

今大会は「女子プロゴルフトーナメ

開くことにしている。

しての寄付も行う。

平成18年７月１日

（１部７
０円）
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効果上げた宮城の試み
ネット公表で自治体に変化

（第三種郵便物認可）
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㊤「健康」のページを開くと「肺が
ん検診に関わる各種指標の調査結果
について」という見出しがある㊦そ
れに従ってページを開くと市町村の
調査結果が見られる＝いずれも宮城
県のホームページから

がん検診の精度管理の成功例とし
て宮城県の試みが注目されている。
６月16日のがん検診の精度管理研
修会でも斎藤博氏から紹介された。
その内容は、全市町村の肺がん検
診の状況を調査、採点し、結果を毎
年、県のホームページで公表したと
ころ、成績が年を追うごとに改善し
ていった、というもの。インターネ
ットで住民に示すという仕掛けで、
市町村の検診に取り組む姿勢を積極
化したといえる。
宮城県でこの調査が始まったのは
2001年度（平成13年度）から。そ
れまでの検診は有効だったが、適格
な精度管理が一部の地区でなされて
いなかったほか、検診費用の一般財
源化で検診の質が低下する恐れがあ
るなどが理由。
調査したのは県成人病検診管理指
導協議会肺がん部会で、当時の部会
員の佐川元保医師
（現金沢医大教授）
が主導的な推進役になったという。
全市町村に対し、肺がん検診のマニ
ュアルや手引きで自治体が把握する
べきとされている項目を、どれくら
い把握しているかについて調査し、
その結果を数値化、さらに精検受診
率が50％以上などを「基準」とし
て採点した。ＡからＥまでの５段階
評価でＡは「基準」を全て満たして
いる、Ｂは１−４項目満たしていな
い、
Ｃは５−８項目満たしていない、

いている。最新の04年調査結果は

同県健康対策課健康推進班の簗場

Ｄは９項目以上満たしていない、Ｅ

Ａが68、Ｂが２で、それ以下はい

玲子主任主査の話では、03年から

は回答がない、となっている。

ずれもゼロになった。さらに把握の

胃がん、05年からは乳がん、子宮

基準を満たしていない項目数の合計

がん、今年から大腸がんとすべての

年１月に回収し、同協議会に報告す

も01年が87だったのが翌年から31、

がん検診について同様の調査をして

るとともに、各自治体首長あてに、

８、４と激減している。また、市町

おり近い将来、公表していく計画を

全ての市町村名入り結果を送付した

村が検診機関に問い合わせを始めた

立てているという。

上、毎年調査することと次年度から

り担当者からの質問が増加するなど

斎藤氏も「公表という圧力が相当

は県民に公表することを伝えた。

意識改革が進んでいることが現れて

重要な働きをしている。今後の検診

きたという。

管理のあり方を示唆している」と評

01年５月に調査票を発送し翌02

この結果、Ａランクは01年58市

現在、県のホームページに掲載さ

価しつつ、今後は「把握の有無」か

04年68と増加の一途。Ｃ、Ｄラン

れているのは04年（平成16年）分

らもっと進んだ内容吟味の調査が必

クにいたっては01年６と３が02年

までだが近く昨年05年分が公表さ

要と一層の推進を期待している。

２と１となり03年以降はゼロが続

れる予定。

町村だったのが、02年60、03年65、
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ＣＯＰＤの増加に警鐘
世界禁煙デー記念シンポ

平成18年７月１日

全国よろこびの会
宮城で第24回総会
全国よろこびの会の第24回総会

瀬正和教授が最近、日本でも顕著に

が６月８日、仙台市の秋保温泉で開

東京・千代田区の科学技術館サイエ

増えている「高齢者にしのびよるた

催された。全国よろこびの会の母体

ンスホールで記念シンポジウムが開

ばこ病 ＣＯＰＤ」の怖ろしさにつ

となったみやぎよろこびの会の地元

催された。

いて警鐘を鳴らした。

とあって、300人を越える参加者が

2006年世界禁煙デーの５月31日、

厚生労働省とたばこと健康問題Ｎ

ＣＯＰＤは慢性閉塞性肺疾患と呼

ＧＯ協議会などの主催で、テーマは

ばれ、気管支や肺に炎症を起こし呼

「やめたい人を手助けする禁煙支

吸困難な状況をもたらす病気。喫煙

会長が「今後とも新規会員の勧誘と

援」
。ＷＨＯのスローガン「たば

者の２割が罹患するという。患者数

さらなる支部の結成を呼びかけ、が

こ：どんな形や装いでも命取り」に

は推定530万人と推定されるが、重

ん征圧運動を推進していきたい」と

のっとり、どのようなたばこであっ

症になるまで気がつかない人が多

あいさつ。このあと、宮城県支部の

ても喫煙は様々な疾病の危険因子で

く、がんと同様に早期発見が重要。

前全国よろこびの会会長の大塚吉雄

あり、禁煙は生活習慣病予防の基本

また、禁煙すると病気の進行が止ま

さんらに感謝状を、茨城県支部の飯

の一つである、として各分野の専門

るという。

田則子さんらに表彰状を贈った。

家が報告や講演をした後、パネル討
論を行った。

あり、大いに盛り上がった。
石川司之（いしかわ・もりゆき）

このほか、大阪府立健康科学セン

特別講演では、仙台在住の民俗研

ターの増居志津子氏は、禁煙指導は

究家、結城登美雄さんが「
『東北の

最初に厚労省のたばこ対策専門

喫煙者の意識やニコチン依存度など

くらしと食文化』― 食と健康につ

官、村重直子氏が「政府における主

個別の事情に応じて様々な取り組み

いて」と題して、自然の恵みを生か

なたばこ対策」を報告。情報提供や

が必要なことを強調した。日大医学

した東北地方の豊かな食文化を紹介

未成年者の喫煙防止対策、受動喫煙

部総合健診センターの高橋敦彦医長

した。

からの非喫煙者の保護、禁煙希望者

は、医療機関の禁煙外来を紹介しな

懇親会では、各支部が自慢の歌や

への支援、たばこ対策に係わる研究

がら「さあ、あなたも一日も早くタ

踊りを披露、１年後の再会を誓い合

など多角的な取り組みを説明した。

バコにさよならをしましょう」と呼

った。来年は長野県で開催予定。

講演では、和歌山県立医大の一ノ

びかけた。
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