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2007年（平成19年）度がん征圧全国大会特集
主催 日本対がん協会 大分県地域保健支援センター
９月14日 大分市ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターで開催

がん検診 絶え間なき前進
目次 日本対がん協会賞受賞の方々、永年勤続者名簿
シンポジウム
「がん対策基本法施行後のがん検診」
記念講演
「これからの日本対がん協会」
全国大会写真特集

2〜3面
4〜21面
22〜27面
28面

写真 大分県中津市にある福沢諭吉旧居と福沢諭吉像
（部分）
。福沢は北里柴三郎
を助け、日本初の伝染病研究所の設立に尽力した。
（写真は大分県提供）

（2）

（第三種郵便物認可）
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朝日がん大賞 日本対がん協会賞 受賞された方々
朝日がん大賞
国立がんセンター
がん予防・検診研究センター長
もりやま

のりゆき

森山 紀之氏（60歳）
87年からがんセンター

な早期肺

で、わが国初の国産全身用
ＣＴの開発を開始。関係企
業と協力してＣＴ撮影の効
率化と画質の向上を図るた
め、撮影台の移動を行いな

がんが多
く存在す
ることを
突き止め
た。

がら体積単位の画像情報の
収集が可能なヘリカルＣＴ
の開発に取り組んだ。
93年からはヘリカルＣ
Ｔを利用した肺がん一次検

04年からはがん予防・
検診研究センター長として
センター設立に参画、がん
予防、がん検診の普及、有
効性の証明、がん検診の在

診を実施し、通常の胸部単

り方に関する最先端の研究

純Ｘ線撮影では発見不可能

を進めている。

日本対がん協会賞
−個人の部−
石川胃腸科医院院長
いしかわ

あきら

石川 晃氏（73歳）

胃集団検診の撮影枚数を
４枚から６枚に改めること

を提案、読影効果向上に寄
与した。

朝日大歯学部外科学分野教授
かしき

よしとも

樫木 良友氏（73歳）
早くから岐阜県でマンモ
グラフィー併用の乳がん検
診の普及や促進に尽力し
た。8 7 年からは厚生省
（当時）の「乳がん検診に

体制の整
備を推進

関する研究班」などに所属
し、マンモグラフィー検診

し、Ｘ線
写真の読
影や撮影
技師など
後進の育成にも力を注い

の有効性についてのさまざ
まな研究を行った。
また、県内の乳がん検診

で、乳がん検診の実施体制
の整備や精度の向上に貢献
した。

岡山大学理事・副学長
しみず

のぶよし

清水 信義氏（67歳）
70年代半ばごろから普
及した岡山県の肺がん検診
事業でフィルム読影に積極
的にかかわり、内視鏡診断
と外科的治療を担当。

に胸腔鏡
を導入、
低侵襲手
術を岡山
県だけで

大血管周辺の臓器に浸潤
する進行性肺がんも積極的
な切除をし、良好な成績を
収めた。
91年からは肺がん手術

なく、四
国にも普及させた。禁煙教
育にも熱心で、多くの講演
を通じて肺がん予防にも貢
献している。

63年、九州大学温泉治
療学研究所に外科講師とし

委員会委
員長とし

て着任、胃がん検診態勢の
確立のため医師や放射線技
師を育成し、集団検診の技
術向上に貢献した。
現在は大分県地域保健支

て 胃 が
ん、大腸
がん検診
の精度管
理に中心的な役割を果たし

75年以来、30年以上に
わたって子宮がん検診細胞

専門医の充実と細胞診検査
士の養成指導に尽力した。

援センター胃集団検診読影

ている。

検査指導医として、細胞診

当時、茨城県内には細胞診
田島浩一・斉藤忠久・小松
千衣・神保真由美・福島早
苗・平山聡
◇ちば県民保健予防財団

鈴村医院院長
すずむら

ひろいち

鈴村 博一氏（68歳）

◇北海道対がん協会 松浦
邦彦・秦治・松本勇人・山崎

北嶋寿・布施祐子・羽柴留
美子・石塚寿志・岩谷貢・

田利男・吉田千絵・櫻井く
るみ・峯岸孝幸・森田順
子・戸張慶子・藤田要子
◇栃木県保健衛生事業団

順子・弓野彰子・瀬川幹恵
◇青森県総合健診センター
有馬儀行・工藤光司
◇岩手県対ガン協会 佐藤
一尚・伊藤裕司・北田晃・

加賀谷勇三郎・佐々木宏
行・齊藤香・滝本理智子・
森本歩・長谷川祐市・鈴木
真由子・松浦 誠・松渕ユ
カ子・岡村義則

大橋安一・齊藤シヅ子・舘
野律子・ 蒔綾子・山中登
志子
◇群馬県健康づくり財団
茂木文孝・蛭川雅秀・剣持

中川朋彦・木村友子・山崎
直樹・浅川正寿・久代純
子・外處博子・簗瀬由美
子・河村いくみ・森塚智
子・岩元興人・吉田智・大

川又健一
◇宮城県対がん協会 小齋

◇茨城県総合健診協会 大
谷由貴子・山田典子・飯村
君枝・竹垣美子・山下由紀
子・森田新一・小平潔・岡

幹雄・橋本知奈美・梶原栄
子・井上富美子・高橋美智
子・松永弘子・神戸明美
◇埼玉県健康づくり事業団

塚徹志・高忠ミキ・姜 高
弘・丸山志津子・鴇田拓
也・平田久子・柴田順子・
地引久美子

07年度永年勤続表彰者（敬称略）

秋・及川貴司・渡辺浩之
◇秋田県総合保健事業団
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朝日がん大賞 日本対がん協会賞 受賞された方々
専門医が不在だったが、癌
研病院から派遣された専門

向上やが
ん検診精

−団体の部−

医として子宮癌研修会（現
在は県子宮がん検診従事
者講習会）の設立にあた
った。

度管理体
制確立の
上でも中
心的な役

ひらまつけいいち

広島市医師会
平松恵一会長
57年３月、広島市医師
会は原爆による放射線被ば
くの影響を調査するために

このデ
ータは被
ばく線量

闍安 幸生氏（58歳）

腫瘍統計委員会を設置。５
月からは原爆傷害調査委員
会、国立予防衛生研究所と

30年以上、肝がん対策
に取り組み、新たな治療法

ＶＲ治療
の研究・

連携し、50年間にわたり、
主に16病院に出向く出張

とがん発
生との関
連を検討
する基礎資料として広く利
用され、がん予防など市民

と治療成績向上に成果を上
げた。地域の病診連携と開
放型病床を利用し、肝がん
に対する総合的な治療を提

開発・臨
床応用を
行い、と
くに動注
化学療法の分野では厚労省

採録によりがん登録を行っ
てきた。

のためにも役立てられてい
る。

子宮がん検診精検受診率

割を果たした。

たかやすクリニック院長
たかやす

ゆきお

供。患者のＱＯＬを重視し
た新たな治療方式を提唱し
実践した。
また、肝がんに対するＩ

がん特別研究班員として手
法確立と標準化に努めてき
た。

金沢看護専門学校校長
にし

まさみ

西 正美氏（74歳）
公衆衛生専門医として石
川県公衆衛生課長、保健所
長、
県保健環境センター長、
県成人病予防センター理事
長などを歴任、がん対策の

ながん検
診充実策
を実施に
移した。
がん体験

ちょうせい

千葉県長生村
いしいとしお

石井俊雄村長
全世帯でがん検診対象者
の調査を行って、個人ごと
の検診状況を調べ、未受診
者に通知するなど全村民の
受診を目指す。
要精密検査者、経過観察

上に努力
し、毎年、
きわめて
高い検診
受診率と
精検受診

者に徹底した受診勧奨を実
施。75年からは検診会場
までの送迎のマイクロバス
を仕立てるなど受診率の向

率を維持している。
99年には胃がんによる
死亡者ゼロを達成すること
ができた。

基盤整備に貢献した。
83年ごろからは検診マ
ニュアル作成、市町村保健

者 の 会
「石川よろこびの会」を県
の立場として設立し、患者

師の研修、がん検診精度管
理システムなど、さまざま

とその家族の支援にも尽力
した。

朝日がん大賞と対がん協会賞
今年度の選考委員は次の
澤祥人・日本医師会会長、
通り。委員長・垣添忠生・
廣橋説雄・国立がんセンタ
国立がんセンター名誉総
ー総長、渥美好司・朝日新
長、副委員長・武藤徹一
聞医療エディター、広瀬幸
郎・癌研有明病院院長、唐
雄・日本対がん協会理事長

◇新潟県成人病予防協会
池田勇司
◇山梨県健康管理事業団
伊奈政彦・小林秀樹・滝嶌

男・鮒子田睦子・増馬好
美・澤野井卓
◇兵庫県健康財団 中島悦
子・平石純一・亀澤徹郎・山

福原哲夫・大久保幸枝・福
田結子
◇高知県総合保健協会 清
岡純子・関浩美・渡邊直

内田聡司・山本高弘・徳永
法子
◇大分県地域保健支援セン
ター 小玉哲宏・和泉智賀子

美紀
◇長野県健康づくり事業団
松野幸子・藤原 薫・川辺
ふじ子・西沢哲也
◇福井県健康管理協会 林

口一仁・張玉姫・天野敏也
◇広島県健康福祉センター
中村浩己・今村郁夫・田中
理重・森矢志保・江口文
敏・大久保勉・中祖真二・

孝・中内ひとみ・黒岩妙
子・竹村紀彦・岡部喜久・
宗崎一幸
◇佐賀県総合保健協会 清
水優子・服巻英俊・峰松玲

◇宮崎県健康づくり協会
長友朋子・清幸代
◇鹿児島県民総合保健セン
ター 竹之下和夫・東條継
男・永山健一・西田隆司・

桂子・森下幸
◇三重県健康管理事業セン
ター 玉置正澄
◇京都がん協会 世良多賀

松岡洋矢・寺田千晶
◇山口県予防保健協会 村
上務・木村真由美・榑林剛
◇徳島県総合健診センター

子
◇長崎県健康事業団 田中
紀夫・谷口智子
◇熊本県総合保健センター

草ノ瀬和弘・尾上瑞代・山
本久美子・永井祐子
◇沖縄県総合保健協会 小
橋川清子・伊勢崎孝洋
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シンポジウム

出席者
（敬称略、発言順）

垣添 忠生（かきぞえ・た
だお）＝日本対がん協会長
41年生まれ、67年東京
大医学部卒。国立がんセン
ター中央病院長、総長を経
て07年４月から名誉総長。
07年３月、対がん協会長。
木村慎吾（きむら・しん
ご）＝厚労省健康局総務課
がん対策推進室室長補佐
70年生まれ、96年金沢
大医学部卒。厚生省に入り、
大臣官房厚生科学課、医政
局医事課、佐賀県庁などを
経て07年５月から現職。
斎藤 博（さいとう・ひろ
し）＝国立がんセンターが
ん予防・検診研究センター
検診技術開発部長
52年生まれ、78年群馬
大医学部卒。弘前大助教授
を経て現職。免疫学的便潜
血検査法を開発し、現在の
大腸がん検診法を確立。
坪野 吉孝（つぼの・よし
たか）＝東北大公共政策大
学院教授
62年生まれ、89年東北
大医学部卒。国立がんセン
ター研究所などを経て、04
年から現職。専門はがんの
疫学と健康政策。
谷口 一郎（たにぐち・い
ちろう）＝大分県地域保健
支援センター参与
41年生まれ、69年東京
大医学部卒。70年大分県
立病院、癌研婦人科等を経
て、01年大分県立病院院
長。06年大分県医監。07
年から現職。
若尾 文彦（わかお・ふみ
ひこ）＝国立がんセンター
がん対策情報センターセン
ター長補佐
61年生まれ、86年横浜
市立大医学部卒。92年国
立がんセンター中央病院放
射線診断部医員、98年同
部医長。06年10月から現
職を併任。

がん対策基本法施行後のがん検診
べき事項ということで位置
づけられております。ただ、
がんの早期発見、がん検診
というのも大切な話であり

はじめに
座長

垣添 忠生

がん征圧全国大会の記念
シンポジウムを始めたいと
思います。検診の話が中心

ます。がんを20％削減し
ていくためには、がん医療
の均てん化というのはもち
ろん大切ですけれども、あ
わせてがんの早期発見、早

になるかとは思いますけれ
ども、同時に情報提供のこ

垣添忠生氏

とも含めて約３時間おつき
合いをいただければ幸いで
す。どうぞよろしくお願い
申し上げます。
進め方といたしまして

関係でふだん仕事をしてい
ただいている方がたくさん
お集まりということで、こ
の基本計画の中で、特にが
ん検診に関するところを中

期治療、
すなわちがん検診、
がんの予防も非常に大切で
す。この三つをきちっと進
めていかないと、死亡率の
低減20％という目標は達

は、まず国のがん対策基本

心にご説明させていただき
たいと思います。
６月15日に閣議決定さ
れましたがん対策推進基本
計画ですが、がんの死亡者

成できないと考えられま
す。

法あるいは基本計画、それ
と検診の関係に関して厚生
労働省から木村さんにお話
をいただいて、その後検診
に関して順次専門の方にお

受診率50％が目標

を20％減らそう、
それから

そこでがん検診のところ
を少しご説明させていただ

話をいただく。それから最
後に、情報提供に関して若
尾先生にお話をいただきま
す。順次発表をいただいた
後、皆さんにご登壇いただ

生活の質の向上、苦痛を取
り除いていこうという大き
な二つが、この計画の大目
標になっております。がん
の年齢調整死亡率を20％

きますと、この計画の中で
５年以内に受診率を50％
以上にするという目標が書
かれております。50％以
上にするというところは多

いて、大事なテーマに関し
て議論をするという形で進

削減していくためにどんな
ことをやっていくか、図の

めさせていただこうと思い
ます。当然、特に検診に関

ブロックごとに基本計画の
中で具体的に進めていくこ

してはご参加の皆さんから

とが定められております。

くの皆様方に伝わっている
ところかと思っております
が、ここでいう50％とい
うのは市町村のがん検診、
企業が福利厚生の一環でや

もいろいろご意見がおあり
と思いますので、演者間の
議論だけでなくて、ぜひ聴
衆の皆様方のご参加も強く

今回この基本計画は、が
ん対策推進協議会でご議論

希望しておりますので、よ

の家族の関係者に多数ご参

ろしくお願い申し上げます。

加いただきましたので、放
射線療法とか化学療法を推
進していこうとか、治療の
初期段階から緩和ケアをや
っていこうとか、がん医療
を支えていく必要なデータ

がん対策基本計画
木村 慎吾
がん対策基本法の施行
が本年４月に行われまし
て、この６月にがん対策推
進基本計画が閣議決定され
ました。今日はがん検診の

いただきまして策定いただ
きました。患者あるいはそ

を集めていくためのがん登
録を推進していこうとか、
がんの医療に関連した分野
が三つの重点的に取り組む

っていただいているがん検
診、あるいは自分でお金を
払って人間ドックという形
で受けるがん検診、とにか
く科学的知見に基づくがん
検診というものをどんな形
でもいいから受けていただ
き、全住民の中で検診を受
けている方の割合が半分以
上、50％になるようにし
ようという目標であります。
がん検診は、市町村の事
業というのが公的に位置づ
けられた唯一の制度になり
ますので、職場でがん検診

対 が ん 協 会 報
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を受ける機会がない、ある
いは自分でお金を払ってま
で行く意欲はないという
方々に対しては、市町村の
ほうでしっかり取り組んで
いただく必要があります。
そういう取り組みを積み合
わせていただくことで、
50％を達成していきたい
という目標であります。
二つ目のポイントは、
「効果的、効率的な受診間
隔や重点的に受診勧奨すべ
き対象者を考慮しつつ
50％以上にする」という
ことになっている点です。
具体的に重点的に受診勧奨
すべき対象者をどうするの
かという点はこれからの議

シンポジウムが開かれた大分市の会場。熱のこもった討論に多くの参加者が熱心に聞き入った。

論でありまして、現在、都
道府県の説明会等では、特
別に年齢を定めるとか範囲
を狭めることが現時点で定
まっていないとご説明をし
ております。本当に全住民

難しいのではないかという

ております。ですから全体

町村のがん検診に毎年何人

印象をお持ちの自治体の関

を見た場合と年齢とか検診
の種類とかを分けて考える
と、少し違った結果になっ
ているというのが現状であ
ります。

受診したかという結果が国
に報告されてまいりますの
で、その数字を全住民の数
を分母にして示したもので
す。数字の性格は少し違い

に受けていただくのが効果
的なのか、年齢を問わず皆
に受診する機会は準備する
にしても、特にこういう人
たちには受けていただきた

査になりますけれども、住
民を対象にしてがん検診を
最近受けていますかという
問いかけをしたものであり
ます。ですから市町村の検

いと重点的に受診勧奨すべ
き対象を、場合によっては
今後定めていってもいいの
ではないか、そういう意味
合いを込めての50％とな

診を受けた方もカウントさ
れますし、人間ドックを受

ると、20％台とか10％台

のがこのスライドです。国
民生活基礎調査というの

っておりますので、今後こ
の点が具体的に検討されて
いく可能性があります。

は、全住民に対して「検診
の種類は問わないのでとに
かく検診を受けています
か」と尋ねたサンプル調査
です。40歳代の女性に限
ってのスライドをお示しし

これから頑張ってやってい
かなければいけないわけで
すけれども、例えば40歳

けではなくて精度管理をき

とかという状況になってお
ります。
しかし、全体を見ると検
診受診率は10％台、20％
台になっていますが、同じ
調査でも年齢を分けてみま

ちっとやっていただいて、
精度管理のきちっとした検

すと、少し違った形のもの
が見えてきます。40代と

ていますけれども、最近１

レベルから始まるわけでは
なくて、受診率が比較的高

診を進めていこうというこ
とが目標として定められて

か50代のあたりを特に臓
器別に見ますと、子宮がん

おります。これが基本計画

検診とか乳がん検診あたり

の根本的ながん検診に関す

は、ピンクリボン運動を始
めとするいろいろな啓発普
及が行われていることもあ
りまして、かなり高くなっ

さらに三つ目のポイント
として、もちろん受診率だ

る目標となっております。
受診率50％といったと
きに、なかなかそこまでは

係者も多いようですけれど
も、こちらがその現状です。
こちらは国民生活基礎調査
でありまして、サンプル調

けた方もカウントされま
す。全年齢で押しなべてみ

目標達成のベース
こちらのスライドはこう
いう形にまとめるのが統計
的にいいのかどうかはわか
りませんが、国民生活基礎
調査と老人保健事業報告と
いう調査を二つまとめたも

年間に検診を受けた人はど
れぐらいいるか調べます
と、乳がん検診ですと
25％とか、子宮がん検診

ますけれども、まとめます
と、市町村の検診で受けて
いただいている方が、それ
ぞれの検診の種類ごとにど
れくらいの割合で見えて、
それ以外に人間ドックとか
職場の検診とかで受けてお
られる方が、どれくらいな
のか把握できます。
50％という目標達成は

代で子宮がんとか乳がんと
かというところを見たとき
には、10％、20％という

いところからスタートす
る、それなりの受診率が現
時点であるということで

ですと32.8％とか、こうい
う数字になっております。
それからもう一つの老人

す。子宮がん検診、乳がん

保健事業報告は全数で、市

いかけをしていますので、

検診の数字も、実はここ１
年受けていますかという問

（6）
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とか市町村の取り組み、努

この２年間に受けたかどう
かというような形で質問し
ていけば、本当はもう少し
高くなっている可能性もあ

いう年代に重点的に受けて
いただきたいというものを
決定しているわけではあり
ませんので、とにかく全体

力の成果が、比較可能な形
で受診率として把握できる
ようにしていくことが課題

ります。
この割合をごらんいただ
ければわかりますように、
皆さん必ずしも市町村のほ
うで受けているわけではな

の住民に対して50％を達
成していこうということで
都道府県の皆様方にお願い
をしております。けれども
今後、本当に重点的に受診

かと思われます。
この辺についてどういう
形で議論するかというのが
これからの課題ですけれど
も、基本計画の中には重点

くて、それ以外のところで
受けられている方も結構お
見えになります。これは企
業の福利厚生なり職場の検
診なりでやっていただいて

勧奨をしなければいけない
対象者がどういう人たちな

いるところもあるために、
こういう形になっているの
ではないかと思われまし
て、そういう取り組みを促
していくことも受診率を向

かと考えています。

上させるための一つのやり
方ではないかと考えている
ところです。
この図を見ますと市町村
の割合が結構少なくて、そ
れ以外が大きくなっている

齢によっていろいろ違うよ
うであります。これはがん
検診だけではなくて検診全
般の話ですが、30代とか
40代の方に検診を受けな
かった理由を問うと、時間

んですけれども、これが本
当に人間ドックとか企業の
検診だけなのかどうか。日
本の場合、国民皆保険制度
で医療機関を受診しやすい

がない、忙しいというのが
トップに来ます。65歳以
上の方に関して同じ質問を
しますと、必要なときには
いつでも医療機関を受診で

きにがん検診を受けている
かどうか確認していただい
て、受けていただいたほう
がいいような方には、主治
医のほうから受診勧奨をし

発、それから都道府県、地
域レベルでの取り組みをこ
れから進めていかなければ
いけないと考えております。
さらに、がん検診に要す

環境がありますので、通常
の診療の中で検診らしきも
のを受けられていて検診を

きるからということで、検
診を受けられない方が多い
ようです。これは単に年齢

ていただく。そういうやり
方もひょっとしたらあるの

る財源は、地方交付税の算
定対象になっています。そ

受けているとお感じになっ
ている、検診を受けている

だけで分けた簡単な分析で
すけれども、一口に検診を

かもしれません。とにかく、
現にこれだけの方が通院さ

れをこの計画を機に国庫補
助制度に戻すことは考えて

れている実態があるようで

おりません。厚生労働省で

と回答されている方も、こ
ういうところには含まれて
いるのかもしれません。し
たがって、その他のところ
が本当にがん検診なのか、

受けないといっても年代な
どによって受けない理由が
違いますので、それぞれに
応じた働きかけをしていか
なければいけないのではな

は、一生懸命取り組みをし
ていただいている自治体に
対して支援をする、受診率
向上や精度管理のための取
り組みをしたいという自治

そういうふうにお感じにな
っているだけなのか、今後
はそういうところを詳しく
分析していく必要があるか
もしれないと思っておりま
す。
とにかく現状は市町村、

いかということです。

す。
さて、今後のがん検診に
関しましては、老人保健課
で垣添先生が座長の委員会
がつくられていまして、そ
こで受診率の把握の方法な

その他の検診を並べてみま
すとこういう形になります。

めたものですけれども、60
歳を超えますと半分ぐらい
の方が医療機関を受診され
ています。がん検診は、基

厚生労働省では、現時点
ではこういう人たち、こう

のかということを基本計画
を踏まえて議論していかな
ければならないのではない

受診勧奨も有効
また、がん検診を受けな
かった理由についても、年

さらに、もう一つのポイ
ントが医療機関の通院率で
す。これは人口1000人当
たりどれぐらいの方が病院
に通院されているかをまと

木村慎吾氏

本的にはその臓器に問題が
ない方にがんがないかどう
かを調べるものかと思いま
すので、既に病気を患って
いる方にがん検診というの

的に受診勧奨をすべき対象

はどうなのかという見方も
あります。ただ、通院して

ん受けていただきましょう
ということでお願いしてお
りますけれども、やはりこ
ういう議論というのもこれ
から行っていかなければな

いる方の中にがん検診が必
要な方というのもお見えに
なるはずです。半分以上の
方が受診しているという現
状を考えますと、例えば高
齢者の中でもがん検診が必
要な方がお見えになるよう
な場合、医療機関のお力を
かりて、病院を受診したと

どがん検診の推進策につい
てご検討いただいていると
ころです。今の検診の受診
率は、各都道府県を通じて
国のほうに集まってまいり
ますけれども、市町村間と
か都道府県間の比較ができ
るような形になっておりま
せんので、やはり都道府県

者に考慮するのだというこ
とになっております。現時
点ではそれが決まっており
ませんので、とにかく皆さ

らないと考えております。
その上で、とくに受けてい
ただきたい方に対して受診
率を上げるための取り組み
をしていかなければいけな
いし、国のほうでの普及啓

体に対して、それを応援す
るような制度がございま
す。交付税で算定対象にな
っている検診費用そのもの
を改めて国庫補助で支援す
るのは難しいのですが、受
診率を上げるためにモデル
的な取り組みをしてみたい
というものに対しては、国
のほうで支援をさせていく

対 が ん 協 会 報

ような制度もあります。そ
ういうものをぜひ活用いた
だきながら、各地域での受
診率向上を図っていただき

その最初の大事な柱は、有
効性の確立したがん検診を
行うということです。科学
的に証拠があるものを行

たいと考えています。
あわせて精度管理のあり
方について、いま垣添先生
に座長を務めていただいて
いる委員会でいろいろとご

う。これはがん検診ガイド
ラインで要約されます。２
本目の柱として、正しいが
ん検診を正しく行う。これ
が事業評価と呼ばれるもの

検討、ご議論があります。
都道府県とか市町村とかの
精度管理の取り組み状況を
国のほうでもしっかりと把

であります。この「正しく
行う」の中身は、質の高い

握をして、精度管理をきち

検診を提供する、そしてそ
の上で受診率を高くすると
いうことです。この受診率

っと取り組んでいただける
ような仕組みの充実もこれ
から考えていくことができ
ればと考えているところで
す。
最後になりましたが、
今、

が、えてして基本計画の個
別目標でも一番上に持って
こられて、これのみが語ら
れますが、実は最初に有効

がん検診事業は厚生労働省
の老人保健課が担当してお

で、初めに有効性ありきと
いうことをご承知ください。
そういうことで基本計画
の中の個別目標でも、すべ

ります。来年度からがん対
策推進室でやらせていただ
くことになっておりまし

性がないと掛け算がゼロに
なってしまうということ

ての市町村で科学的根拠に

（第三種郵便物認可）

うに有効性と精度管理・事
業評価は表裏一体のもので
あります。

精度管理の必要性

に想像できます。一方、不
利益は、やる数に応じて偽
陽性がある一定の率で起こ

益を上回ってしまうという

査の数に比例して起こりま
すので、直線的に増大しま
す。ですからこのような不
利益を最小に抑えるように
管理しませんと、つまり精

ことにあります。我々はと
もすれば検診をやることに
よる光の部分といいます
か、早期発見とかがん発見

りますし、偶発症、例えば
内視鏡による腸管穿孔も検

率といったことに目を奪わ
れがちですが、実は見えな
いところにある部分のほう
がなかなか大きな部分であ
るという実態があります。

度管理をしないと、あるポ
イントでこの不利益が利益

それが不利益なわけです
が、がん検診のスクリーニ
ングテストの精度、つまり
感度、特異度が100％のも
のが存在しないということ
を考えれば一目瞭然です。

いない検診の場合は、利益
がゼロとみなされます。こ
れでは出発時点から既に不

検診を導入してはいけない

基づいて行うということが
明示されていますし、また
事業評価についても同様で
す。このように重要な二本
柱の一つであるということ

つまり感度100％、特異
度100％じゃないというこ

ういう課題を一つ一つ克服
していきたいと考えている
ところです。

であります。今日は事業評
価についてお話をするわけ
ですが、有効性とも表裏一
体ですので冒頭に多少触れ
させていただきます。

なかったという偽陽性、逆
にテストがマイナスで安心
していたらがんがあったと
いう偽陰性といったものが
存在しますので、この不利

私に与えられました課題
は、がん検診の事業評価、
精度管理の現状と課題とい
うことであります。それで

このように有効性の確立
されている検診というのは
五つのがん検診でありまし
て、精度管理、事業評価と
いうのは、この有効性が確
立した検診について初めて

益の存在は明らかなわけで
す。さらに最近では過剰診
断といったことも、非常に
重要な不利益としてカウン
トされています。

事業評価、精度管理総論と
いうようなお話と現状、そ
して今後のプランをお話し
したいと思います。
事業評価の位置づけです

存在するものです。ですか
ら世界的には、今まで標準
化された精度管理のシステ
ムというのは、実は子宮が
んと乳がんしか存在してい

が、第３次対がんの目標と
している死亡率減少を実現
する体制の、簡単に言うと
２本柱の一つであります。

ません。それと最近私も参
画しましたが、大腸がんに
ついて標準フォーマットが
決められています。このよ

斎藤 博

10人やるのと10万人やる
のとでは、かゆいところに
手が届くかどうか差が出て
くることを考えれば、容易

この精度管理がなぜ必要
かという理論的根拠です
が、がん検診には必ず不利
益があり、管理しないと利

て、いま老人保健課と当室
のほうで相談をしながら、
来年度以降このがん検診事
業が円滑に続けていけるよ
うにいろいろと調査し、こ

がん検診の事業評価
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とは、テストが陽性で要精
検となり、がんではないか
と心配したが実はそうでは

スクリーニングの精度管
理の必要性の根拠は、管理
なしでは検診による利益よ
り、不利益が上回ってしま
うことがあります。という
のは、一般に利益は検診規
模を拡大していっても右肩
上がりに直線的には増大し
ませんで、あるところから
直線の傾きが寝てきます。

を凌駕してしまうというこ
とが起こります。
さらに有効性が確立して

利益しかないということに
なってしまうんです。これ
が有効性の確立していない
という理論的根拠です。実
際には不利益をコントロー
ルして、さらに利益を最大
化して初めて質の高い検診
が与えられるわけです。こ
のようなことで精度管理と
いう手法は実に重要なわけ
であります。

模範的な成功例
この模範的な成功例を、
欧米のマンモグラフィによ
る乳がん検診に求めること
ができます。これは左が米
国、右が英国です。受診率
の上昇は、２年、３年に一
遍という定義の受診率であ
りますが、それとクロスし
て死亡率がともに減少して
おります。特にヨーロッパ
諸国では、ほとんどすべて
の国でこういったことが観
察されております。この減
少の少なくとも３分の１

（8）
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は、検診の貢献によるもの
だというふうに評価されて
います。
このような成功例でとら

関する精度管理は、これま
で関連学会が中心になっ
て、診療ガイドラインやマ
ニュアルといったものの中

れていなくてはいけないん
ですが、実際まだそういっ
たものは現在まで存在しま
せん。そういうことで分析

れている手法はどういうも
のかというと、品質管理の
手法でありまして、これは
そもそもビジネスタームで
ありますが、検診や医療に

で触れてきたと思われま
す。しかし、こういったも
のが網羅的な内容にまでは
成熟しておりませんで、不
備はいろいろ指摘されてき

評価の前の段階も回収の部

応用されています。品質管
理（Quality Assurance）
について総論的なことを申
し上げますと、まずは目標

ました。先ごろ乳がんにつ
いて、なかなかすぐれたシ

と標準を設定します。例え

ステムや基準がつくられて
きたということで注目され
ていますが、まだ全体とし

分も非常に不備で、まして
フィードバックの段階はな
斎藤

博氏

ついてしか把握されていな
いわけですが、未把握が
20％、
未受診がさらに25％
あります。それで我々の調
査で未受診の中に実際には

ば乳がん死亡率を20％減
少するというようなことで
す。それでそのために必要
な指標についてモニターし
ます。この指標を割り出す
ところから作業が始まりま

て見ると欧米に比べると非
常に甘いものであって、未
熟なものであると言えると
思います。それから結果に

受けている者がいたり、逆
に受診したという者の中に

関しては老人保健事業報告
がありましたが、これは分

この数字はもう少しレベル
が低い可能性もあります。

す。
そしてそれを分析する。
モニターの指標ですが、

析されていませんでした
し、当然ながらフィードバ
ックもされていなかった。
つまり集めるだけでした。

それからがん疑いというの
が約４分の１ありますが、

技術や機械や道具に関する
もの、過程（プロセス）に
関するもの、結果に関する

それで予算措置といいます

不適切な精検が多々あるこ
とも判明しておりまして、

この後のフォローアップは
ありませんので疑いのまま
でこれが確定されることは

いということです。この中
で注目されるのは、目標値
を設定するということでそ
こに我々、研究班等がかか
わるべきだとされておりま
す。

フィードバックが重要
数値目標ですが、実際に
基本計画の中にもどこかに
書かれていたと思います
が、その設定方法について
簡単にご説明します。目標
値の設定は、理想的には根
拠に基づいた最終的な方法
として、ランダム化試験な
どの死亡率減少効果を実証
した研究に基づくというこ

ものの３つがあります。プ
ロセス指標がいわゆる我々
が精度管理と呼んで扱って
きた指標です。要精検率、
がん発見率等々です。それ

か、ちょっと言葉が悪いん
ですが領収書がわりに使わ
れていたような現実があり
ます。
こういった現状を踏まえ

ありません。がん疑いとい

から一番重要な指標です
が、これまで測定されてい
なかった死亡率と罹患率。

報告が翌年に出ますが、そ
れ以外の積極的なフィード
バックはされていないとい
うことです。
こういった状況ですが、

るということです。しかし
これはなかなか大変なこと

これはアウトカム指標とい
います。それでこれらを踏

て通信簿をつけてみます
と、我が国の事業評価は品
質管理の点からいくと、ま
ず第１番目がはっきりしな
かったということがありま

まえて改善の手段を講じる
という３段階からなってい
ます。この改善の手段は実
際には、まずデータを分析
してそれをフィードバック
することから始まります。

すし、プロセス指標に関し
ては全くモニターが不備で
ありましたし、アウトカム
評価は全く欠如していまし
た。このようにまとめます
と、我が国の事業評価とい

先ごろ平成16年からのが
ん検診検討会で、この事業
評価に関して国、都道府県、
市町村検診機関の役割につ
いて検討されて、中間報告

し、その他の証拠も非常に
乏しいのであります。そこ

として提示されています。

は今からやっていかなくて
はいけない。

場合によっては施設に立ち
入り検査をし、国によって
はそれが法的基盤を持って
担保されている。それで違
反をしているときには業務

うのは、まだスタートして
いないぐらい未熟なものだ
ということがおわかりだと
思います。
その例を、老人保健事業

このうち国だけをお示しし
ますが、この中で「国全体
及び都道府県別のがん検診
事業の実施状況について、
分析及び評価を行う」とい

しかし時間はどんどん過
ぎますので何かしなくては
いけないんですが、次善の
方法としましては基準を設
定するのに、例えば平均値

停止の措置がとられること
もあります。
我が国の現状を見ます
と、三つあるうちの技術に

報告のうち大腸がん検診に
見てみます。660万人から
要精検率７％で、精検の結
果がその約半分の人たちに

うことが明記されていま
す。このためには、当然な
がらデータを集めるシステ
ムの標準化や効率化が図ら

をとるとか、最良の地域の
基準にするとかという方法
もあります。その実例をお
示ししますが、その前に理

うのは各がんについて同じ
ような割合で存在します。
この結果はフィードバック
されません。老人保健事業

とがあります。つまり死亡
率が実際に下がったという
研究での環境を国レベルで
再現することによって、死
亡率減少が実際に達成でき

であり、ランダム化試験は
わずかに乳がんと大腸がん
について存在するだけです

で数値の設定目標自体が研
究テーマになります。これ

対 が ん 協 会 報
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想的な方法の実例として
は、ＥＵのマンモグラフィ
の数値目標があります。こ
こではＲＣＴ等の成績をも

究機関がどのようにやるか
という方針を検討していま
すが、例えば分析を担える
研究班などが分析をして国

ていた者たちも非常に大き
な期待を持って、私自身そ
の推移を見守っていまし
た。実際にこの法律が国会

それは有効性はどうか、安
全性はどうか、そしてその
有効性や安全性に関する科
学的根拠の程度はどうかと

とに、許容できるレベル、
できればというレベルの２
段階に分けて、受診率、要
精検率、
発見率
（罹患率との
比で示されている）
、
それか

に報告すると同時に都道府
県にフィードバックする。
それを市町村にフィードバ
ックするというようなこと
によって、大きな改善が期

を通って、特にがん検診に
かかわる条文を見たとき
に、正直に言って失望した
というか心配になったとい
うことがあります。

いうことが、恐らく最も重

ら見逃しの許容範囲といっ
たことが明示されています。
このようなことはまだで
きず、我が国で何ができる

待できると思います。
今朝も研修会をやってお
りましたが、我々が完成し
たデータ入力システム、ウ

がん検診に限らず、ある
政策を公的に実施するとき

かというと、例えばこれは

ェブ上で入力できる標準シ

とを考えたいと思うんです
けれども、比較のためにま
ず韓国のがん管理法を紹介
します。これは結論を先に
言うと、実施主体も費用負

大腸がん検診精検の未把握
率を都道府県別に示したも
ので、こういった分布図か
ら高い方に外れたところが
少なくとも悪いということ
は明白でありまして、まず

ステムを利用するというこ
とが一つの方策かと思われ
ます。また先ごろ中間報告
書で出されました、事業評
価の基準を契約の際の仕様
書に盛り込むといったこと

れがやるべきか。それから
費用はだれがどういうふう
に負担するべきか。がん検
診でしたら国民自身が自己

担も非常に明確に定められ
ているものです。

責任で払うのか、あるいは
保険を使ってお互いにふだ

率を高めてがんによる死亡
率を減らすために、がんを

こういったところを底上げ
していくという方法があり

で、有用な機関選定に結び
つられると考えています。

んお金を出し合って助ける
のか、あるいは税金で公的
に補助するのか。これも地
方でやるのか、国でやるの

早期に発見する検診事業を
実施しなければならない。

ます。
それから縦軸にがん発見
率、横軸に要精検率をとり
ますと、たくさん精検して
がんが見つからないこのあ
たりに入ってくるところが
よろしくないんですが、こ
れもやはり常連がありまし

基本法の問題点
坪野 吉孝

に考えるべき最も重要な事
項があるのではないかと思
います。まず実施主体、だ

か。いろいろな考え方があ

要な質問になると思いま
す。がん検診の実施主体と
か費用負担がどういうふう
になっているのかというこ

韓国がん管理法の第９条
ですけれども、がんの治癒

つまり、がん検診の事業は
保健福祉部長官が実施する
義務なんだということを、
極めて明確に表現していま

の有効性評価、あるいは地

るわけですけれども、この
実施主体とか費用負担をど
うするのかというのを考え
る際には、その事業の公益
性というのを十分に考える

域がん登録などのがんの疫
学を研究してきました。あ
わせて宮城県対がん協会の
研究室長も兼務でやらせて
いただいておりまして、胃

必要があります。
ここで言っている公益性
というのは単に社会の役に
立つかどうかという話では
ありませんで、個人の自己

律の条文の中にも費用負担
の規定がありますが、より
わかりやすい通知の部分を
見てみます。韓国のがん検
診の費用負担は、大きく二

いは分析では決定的なこと
は言えませんので、参考に
とどまり、やっぱり先ほど
のような理想的な方法を追
求していく必要があります。
最後に今後のテーマも含

がん検診の間接レントゲン
の読影などもさせていただ

責任でやってもらうのを超
えて公的な補助をするとす
れば、その事業は、例えば
がん検診で個人が救われる
ということを超えた社会に
とっての利益は何なんだ、

つに分かれています。一つ
は、日本でいう国民健康保
険に相当する健康保険加入
者の検査費用は、国が10分
の１です。それから地方公

めてプランを示します。現
在、市町村が検診機関に委
託して、データは順次都道
府県を経て厚生労働省、国
に行くわけですが、すでに

どを中心に科学と政策の関
係のようなことについて興
味を持って学んでいるとこ
ろであります。
それで今回、がん対策基

地域社会にとっての利益は
何なんだ、国にとっての利
益は何なんだということを
詰める必要があります。

それで国民健康保険公団
（保険料を集めて管理して
いる団体）が10分の８を
負担する。
つまり健保の加入者に対

述べた種々の問題があるの
が現状です。がん検診検討
会その他で、研究班のデー
タをもとに厚生労働省と研

本法が国民の世論を背景に
民主党の議員立法として成
立したわけですけれども、
我々がん検診のことをやっ

て残念ながら大分県もここ
に入っていますが、こうい
った方法も参考にできるか
と思います。ただしこれら
の方法は、単一の指標ある

私は東北大学の久道茂先
生の門下生でありまして、
公衆衛生学教室でがん検診

いています。それで４年ほ
ど前に東北大学の法学部に
設置された公共政策大学院
に移りまして、がん対策な

韓国のがん管理法
がん対策を科学として見
た場合に、やはり同じよう
に重要な質問があります。

す。ですから実施主体はは
っきりしている。
じゃあ費用負担はどうか
ということですが、この法

共団体が10分の１を出す。

しては保険が適用になる。
その費用負担のあり方とい
うのは、８割を自分たちが
お金を出し合ってプールし
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たお金で受けるときに使う
という、いわゆる共助だと。
これで100％賄うわけでは
なくて、国や地方公共団体

それでこの条文を論理的
な関係を整理するために並
べかえると、
「国及び地方
公共団体は」
、二つのこと

う文言が挿入されていま
す。ですから実施主体は、
この基本計画の中で市町村
の努力義務というふうにな

も10分の１ずつ出す。つ
まりこれは、検診を受けて
助かるということが個人の
利益にとどまるだけではな
くて、地域社会とか国全体

をしろと言っているんで
す。一つはがんの早期発見
に資するよう、がん検診の
質の向上等を図るために必
要な施策を講ずるというこ

っています。それから費用

の利益にもつながるからそ
れの相当分を税金から投入
するんだという考え方が恐
らく背景になっているんだ

とです。早期発見のために
必要な施策をするというの

議員立法の日本

ではなくて、質の向上にか
かわることをやれと限定し
ているわけです。まずそれ

もともとこれは民主党の
議員立法でできた法律で
す。最初に出た民主党案の

中で明確な規定はありませ
ん。普及啓発とか質的向上
に関して必要な財政的措置
はとることになっています
けれども、がん検診の実施

それからもう一つの検診
の対象者は、医療給付受給
権者です。これは要するに
生活保護を受けるような、
国民健康保険に加入できな
い経済的に困窮している人

が一つ。それとともに、が
ん検診の受診率の向上に資
するよう必要な施策を講ず
るものとするということで

段階では、がん検診に関す
る規定は、がん検診の実施

そのものに対して財政的な
措置をとるというように読

そのものに対する責務を規
定したと解せる条文として

める形にはなっていません。
ですので実施主体につい

あります。
前者について説明します

書かれていました。しかし

ても費用負担についても、

たち等のようです。この人
たちががん検診を受ける場

と、早期発見そのものをや
れというのではなくて、質
の向上にかかわることとし
て具体的に何をやるのかと

少なくとも法的な位置づけ
において、基本法以前の現
状と結局どこが違うんだろ

ろうと思います。

負担については、現状は地
方交付税措置がされている
坪野

吉孝氏

わけですけれども、新しく
できた基本法、基本計画の

いうことで、この間に三つ

その後、これは与党案がそ
のまま今の法律になってい
るんですが、与党案が出さ
れた段階でいろいろ細かい
表現が変えられて、国と地
方公共団体の責務というの

なっています。ですから韓
国のがん管理法のもとでの
がん検診事業というのは、
実施主体は国、保健福祉部
長官です。費用負担は共助

のことが例示されていま
す。がん検診の方法等の検
討、事業評価の実施、研修
の機会の確保、その他のと。
こういうことを通じて、が

をかなり限定して解釈する
ような書かれ方になってい
ます。
韓国のものは誤解の余地
がないほどはっきりしてい

法であり、対策の大綱を定

を基本としつつ、一部国あ
るいは地方自治体の税金を
投入するという形で、非常
にわかりやすく整理されて
おります。

ん検診の質の向上を図るた
めの必要な施策をしなさ
い。ただし早期発見のため
に必要な施策、つまりがん
検診の実施そのものを国や

るわけですけれども、がん
検診の実施主体はだれなの
かというのが、この条文を
見る限りはあんまりはっき

村の役割は何かということ
を、実施そのものについて
明記すべきであると思いま
す。けれども当然それを明
記すると、財政負担をどう

じゃあ、今の日本の基本
法でのがん検診についての
規定はどうなのかというこ
とですけれども、早期発見
とか受診率の向上というこ
とが書いてありますので、

地方公共団体がやれとは書
いていないということであ
ります。
それから受診率の向上で
すが、受診率の向上に必要
な施策と書いてあるんです

とか普及啓発の実施主体は

早期発見あるいは受診率の
向上に関して、国や地方公
共団体に対してその責務を
定めた条文だということは
わかります。しかし非常に
うねうねしていて、要する
に何を規定しているのか、
条文を読むだけだとよくわ
かりません。

合には、国と地方自治体が
半分ずつを負担する。税金
で助けましょうという形に

り書いていない。質の向上

うと私自身は疑問に思いま
す。もともと基本法という
のはその分野の最も高次の
めた法律でありますから、
本来であればがん検診のよ
うな重要ながん対策につい
ては国の役割は何か、市町

よくわかるけれども、がん
検診の実施そのものはだれ
に責任があるのかは明示的
に書かれていないというこ

するかという２番目の問題
が出てきますので、そこの
ところが回避して書かれて
いるような状態になってお
ります。

けれども、必要な施策の例
示は、がん検診に関する普
及啓発であります。要する
に普及啓発のような施策を
をやれと言っているんで

とがあります。
そうすると、今の基本法
と基本計画におけるがん検
診の実施主体はどうなのか
ということを考えると、基
本法では明確な規定がされ

それでがん対策推進基本
計画の中で、がん予防に関
する二つの数値目標が議論
されました。一つは検診の
受診率を50％以上にする、
もう一つは喫煙率を半減と

す。
受診率の向上のために、
お金を出してがん検診その
ものをやりなさいと言って
いるわけではありません。

ませんでした。基本計画の
中では、健康増進法の省令
を改正することで、市町村
の努力義務にするんだとい

いうことでしたけども、受
診率のほうは垣添先生をは
じめ関係の先生方の非常に
大きな努力によって計画の

対 が ん 協 会 報
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中に盛り込まれたわけで
す。ところが喫煙率のほう
は盛り込まれなかった。こ
れは何でだろうと考えてみ

理想像なり政策というのを
構想して、提言していく必
要があるのではないかと思
います。

日々の闘いがあるわけです
けれども、その日々の闘い

ると、私の勝手な推測です

今まで日本で独自の政策

けれども、検診受診率が
50％に増えると当然支出が

構想をがんの分野で出すと
いうことが、あまりにもな

構想、ビジョンを描くとい
うことも重要ではないかと

増えるわけですから、だれ
かがお金を負担しなければ

さ過ぎたのではないかと感
じております。ですから、

いけない。それはだれかと
いうのは、市町村です。国
がそれに対して直接お金を
出す形に今なっていません
から、じゃあ市町村に頑張

政策提言という役割が今後
重要ではないかと一つ思い
ます。
最後に日本のがん検診は
こうなってもらいたいとい

っていただいてこの目標を
達成しましょうと。そうい

うのを示してみました。対
象年代の国民の80％が検

うふうに理解すれば、これ
を目標値として入れること

診を定期的に受診する。定
期的というのは必ずしも逐

はできるということではな

年である必要はない場合も
あって、２年に１回でも十

いかと思います。

に合わせてこういう理想像
を描いて、それに対しての

思いましたので、あえてこ
の数字を出させていただき
ました。

検診の実態
谷口 一郎
私に与えられたテーマ
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ける胃がん、子宮がん、肺
がん、乳がん、大腸がんの
47都道府県の粗死亡率の全
国順位をあらわしたもので
す。胃がんと乳がんは全国
より死亡率が低いのです
が、子宮がんは常にワース
ト10以内に位置し、最近
ややそれを脱した感があり
ます。当県の子宮頸がんの
住民検診の推移ですが、全
国受診率と比べ、当県の受
診率は常に上位に位置して
おります。ただし受診者数

は、大分県の検診の実態と
50％達成の条件というこ
とであります。私は産婦人
科医ですので、当県の子宮
頸がん検診を中心に報告し
たいと思います。当センタ

は、91年の５万4441人を
ピークに減少傾向にあり、

２万5625人、59.8％を当
センターが担っております。

99年には３万4898人とな
っております。
しかし03年
からやや増加傾向にありま
す。05年の４万2843人中

協会は政策提言を

分効果がある場合がある。
対象年代の国民の８割がも

ですからもちろん50％
という数字が入ったことは
非常に重要で意義深いこと

し検診を受けるとすると、
検診と検診外をあわせた医
療費は、1700億円増加し

ーの胃がん、大腸がんを長
い間ご指導してくださった
石川晃先生のコメント、そ
して同じく乳がんをご指導
してくださった上尾裕昭先

だと思うんですけれども、
これが今後どういうふうに
運用されていくのかという
ことはやっぱり注意が必要
です。実態、受診者を変え

ます。これは本当に粗い試

生のコメントもあわせて報

市町村ばらばらでありまし

算です。1700億円という
のは高いか安いかという問
題ですけれども、今のがん
医療費が２兆3000億円ぐ

告したいと思います。

て、急に７万人減ったり、
また急に増えたりしますの
で、この受診率は全く不正
確であります。また大分県

ずに、定義、受診間隔を変
えて対処する、要するに毎
年検診でやると20％だけ
ど、２年に１回と受診率を
定義すれば40％になると

らいですから、１割にも満
たないぐらいの金額であり
ます。これを保険なり税金
なりで負担することによっ
て５万人くらいの救命がで

31年勤務し、
切ったり張っ
たりと、それから三つ子、
四つ子の帝王切開をしてき

いうようなことで終わって

いうことを実現すべきでは
ないかと思っています。

きる。
これは今のがん対策の現
状を考える限り、途方もな
い空想にしかすぎないわけ
です。しかし例えばこれを

万人減ったりするというこ
とです。
子宮頸がんはほかのがん
と違って、ナチュラルヒス
トリー（Natural History）

こうした現状の延長上で

理想像として、これに近づ

毎朝５時起きで子宮がん検
診車に乗って子宮がん検診
をしております。当センタ
ーには３台の子宮がん検診
車がありますけれども、そ
のうちの１台はあと２万キ

がん検診の展望は開けるん
だろうかということが大い
に疑問に思います。日本対
がん協会はがん征圧に取り

けるために我々は何をすべ
きか、どういう法律が必要
で、どういう制度が必要か
というようなことをゼロベ
ースで議論することも重要

ロ走れば月まで行けるぐら

置かれた厳しい現状を象徴
しているかのように見えま

あります。正常上皮細胞が
性交渉によりＨＰＶ感染を
起こし、そのほとんどは一
過性で消失しますが、その
ごく一部が感染を持続し、

だと思います。検診で努力
されている団体も、今日明
日どうするか、競争入札を
導入されてどうするかいう

すけれども、
安心してくださ
い。新しい２号車を去年買
ったばっかりでございます。
このスライドは当県にお

そのまた一部が異形成を経
て子宮頸がんが発生するこ
とがはっきりしてきまし
た。ほとんどの症例は性交

はいけない。やっぱり実際
の受診者がもっとふえると

組む最大の民間団体であり
ますから、がん検診のある
べき姿に関して、必ずしも
国の姿と同一である必要は
ないと思うんです。独自の

子宮頸がん対策
私は大分県立病院に通算

たわけですけれども、この
４月から支援センターで、

いの走行距離を誇っており
ます。現在の対がん協会の

全国的に問題になってい
る点ですが、当県におきま
しても対象人員の把握は各

においては、一般財源化さ
れました98年から成人病
検診管理指導協議会は開催
されておりません。開催さ
れていないと、いきなり７

がはっきりしているがんで
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渉から約10年以上たって
から子宮頸部に発生するこ
とが判明しております。モ
ントリオールの大学の女子

中心に死亡率が上昇傾向に
あるという深刻な事態が生
まれております。この時は
がん検診無用論、それから

に１回と厚生労働省の方針
でなりましたけれども、そ
れは受診率が 8 0 ％とか
90％の国の話でありまし

学生で、入学時にＨＰＶマ
イナスであった400人を調
べてみますと、60％は36
カ月以内にプラスになって
おります。
その後２年間で、

一般財源化がちょうど重な
っている。それが非常に災
いしていると思います。
このスライドは、県下で
一番子宮がんを治療してい

て、我が国には全く当ては

ほとんどのＨＰＶ感染は消
失しております。
自治医大の今野先生の推
計によれば、年間の子宮が

ます大分県立病院の症例
と、20歳以上の検診が導

妊娠時のがん検診

入された05年の当センタ
ーの受診率を年齢別に表し
たものです。最近５年間の

もう一つ申し上げたいの
は、県立病院は今話題にな
っております県内唯一の総

え方であります。
これは石川先生からいた
だきました日本消化器がん
検診学会の胃がん、大腸が
んの成績です。大分県は要

1 0 0 0 万件あるそうです。
自治体検診が400万人、こ
れは厚生労働省の統計を使
っています。あと企業検診
と外来・ドックを合わせて
250万から500万人、未受

県立病院の症例を見ますと
高度異形成を入れて500例
弱ありますが、30歳代に
ピークがあるのは明らかで

合周産期母子医療センター
が併設されているため、三

精検率、要精検受診率、が
ん発見率、早期がん率にお

つ子、四つ子も取り扱って
おります。私が県立病院で

いて全国平均とほぼ同等の
成績を上げております。次

す。それに比較して当セン
ターの受診率のピークは60

治療した妊娠に合併した子

に上尾先生からいただいた

診者が70から78％ぐらい
ではないかと。これは受診

歳代にあります。これが、
私が検診車にこの４月から
乗ってみて非常に矛盾を感
じていたところです。それ

乳がんのデータです。これ
まで大分県での乳がん検診
の受診者数、乳がん発生数、

んの細胞診検査数は約

まらない。２年に１回にす
ることで受診率がますます
谷口

一郎氏

下がっていくだろうという
のが、我々産婦人科医の考

が如実にあらわれておりま

宮頸がんは100例を超えて
おりますが、98年以降の
3 5 例を集めてみました。
20代後半から30代前半が
多くを占めており、その母
体数から計算しますとがん

すと、欧米に比べまして日
本は極端に低いことが判明
しております。アジアの中
でも韓国は近年急速に受診
率が伸びており、65％を

す。すなわち実際のがん症
例と受診率の間には、明ら
かなディスクレパンシィ
（Discrepancy）があるこ
とがはっきりしました。

発見率は0.78％であり、一
般的な集計の全国平均
0.05％の15.6倍であり、著
しく高率です。いかに妊娠
時のがん検診が重要である

回のシンポジウムを契機に

超えたと言われておりま
す。その原因を大分県立病
院の産婦人科部長である松
本部長と親交のある韓国の
パク教授にメールで問い合

このスライドは熱心に地
域がん登録を行っていらっ
しゃる島根県立中央病院の
岩成先生からお借りしたも
のですが、06年の成績は

かということを示している
ものだと思われます。
子宮頸がんの特徴をまと
めてみますと、リスクファ

集検施設にて乳がん検診
を受けた５万 6 3 6 9 人は、
対象者数の15.3％になりま
す。直接医療機関を受診さ
れた方もいらっしゃいます

わせたところ、ＰＡＰテス
トを受診することを国を挙
げて奨励していること、一
般検診の中にＰＡＰスミア
が入っており、国の保険に
よって無料で受診できるか

大分県と全く同じ傾向を示
しております。このスライ
ドは地域がん登録研究班に
よる全国推計値ですが、78
年、88年、98年と10年置
きに実施しますと、若年者

がん状態が存在する、した

らではないかということで
す。何度も言いたいことで
すけれども、欧米、韓国と
も、国を挙げて意気込みが
違うように思います。
日本においては一貫して
子宮がんの死亡率は減少傾
向にあったのですが、90
年代の後半より、30代を

者と未受診者の割合が欧米
と全く逆転しています。
全世界的に受診率を見ま

クターがわかっている、前

検診で発見されたがんの進
行度についてのデータはあ
りませんでした。そこで今
集検施設と乳がん手術を行
っている施設を対象に、06
年度の実態に関するアンケ
ート調査を行いました。

がってその間に発見すれば
いい。垣添先生がおっしゃ
っている、検診に一番合致
したがんだと私は思いま

ので、15.3％プラスアルフ
ァになると思います。次に
外科施設からのアンケート
集計では、１年間に大分県
の手術を受けた乳がん患者

に明らかにシフトしており
ます。これは『週刊朝日』
に毎年出ています子宮がん
手術の全国ランキングです
が、大分県立病院は06年

す。それで安全な治療法が
確立していますし、小さな
手術で子宮温存も可能で
す。子宮がん検診の精度管
理を 1 0 0 ％に近づけるに
は、ＨＰＶ検査の併用導入

は596名で、当県では１年
間に1000名中1.6名が手術
することがわかりました。
最後に検診で発見された乳
がんの進行度を医療機関の
外来で発見された症例と対

に93例で27番目に位置し
ています。ほとんどの施設
はがんセンター、もしくは
大学病院です。

は時間の問題であろうと思
います。既に一部の国では
導入されております。スク
リーニングの間隔は２年間

比してみますと、検診発見
がんは転移、再発のない非
浸潤がんの比率が有意に高
く、浸潤がん中のステージ
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例えば、大分市と別府市は
非常に悪いと思うんですけ
れども、それが大分県の人
口の半分以上を占めている

ます。これはがん対策基本
法が始まる前の状態ですけ
れども、がんの情報に関し
て情報の不足がある、どこ

病院に関する指定要件の見
直しが行われました。がん
診療拠点病院というのは平
成13年から始まった制度

わけです。要するに僕らが
検診に行きますと、会場に
だれも来ていませんし、丸
投げなんです。検診する場
所がごみ収集車が来るとこ

の医療施設にかかればいい

ですが、最初の制度ではが

かわからない、医療施設の
診療施設間に差がある、あ

ん登録などが中心となって
おりまして、診療体制など

るいは地域の間に差がある
のではないか、それから外

についてあまり厳しい指定
要件等はありませんでし

ろで、ごみ収集が来たとき
はどかなければいけないと

科については我が国で進ん
でいますけれども、化学療
法あるいは放射線治療につ
いて我が国で遅れているの
ではないか、緩和医療とい

た。平成18年２月の指定
で、がんの診療提供体制と
しまして集学的治療あるい
は標準的治療をしっかりし
ている、セカンドオピニオ

ありません。やはり市が大
きくなりますとそういうこ
とが起こる。例えば個票を
出して子宮がん検診を

うことも我が国では欧米に
比べて遅れているのではな

ンに対応できる、緩和医療
チームを持ってしっかりと

いか、新しい薬が承認され
るまで時間がかかるのでは

緩和医療の対応ができる等
の指定要件が加えられてお

70％ぐらいやっていた町
も、出すお金がないから出

ないか、というような指摘
が多くされています。それ

ります。それで専門的な知
識を持った医師がいて、コ

すなということみたいで
す。今、逆の方向に行って
います。
やっぱり強力な財政措置

で患者さんの不安とか不満
が非常に大きくなってき

メディカルがいる。さらに
その病院だけで終わる話で

て、がん難民というような
言葉も生まれてきました。
このような状態を解決す

はなくて、地域のかかりつ
け医等を対象として、さま
ざまな研修をしなさいとい

うな具体的な方策をまず全
体で考えていかなければい
けない。皆さんご存じのよ
うに、去年、おととしです
か、我が国のがん対策には

るために、がん対策基本法

うようなことも要件に追加

の前の平成17年に「がん
対策推進アクションプラン
2005」というのを厚生労
働省でつくっていただきま

されています。

した。この中で、国民ある
いは患者さんのがん医療に
対する不安、不満を解消す
るために、がんの医療を行
う拠点病院に相談支援セン

しまして、先ほどのアクシ
ョンプランにありました相
談支援センターという相談

ではないか。過去の当シン
ポジウムでも言われている

「失われた10年」という言
葉があるみたいですけれど
も、完全に欧米や韓国に追
い抜かれてしまったと。基
本法がせっかくできたので

ことですけれども、市町村
の基準がばらばらなので、
早急に国の統一基準を策定
し徹底しなければ、我が国
の統計は全く意味をなして
いない。それから成人病検

すから、これを契機にやは
り盛り上げていって、日本
対がん協会がかなり中心に
なってそれをやっていかな
ければいけないのではない
かと思います。

ターという相談窓口をつく
って、国立がんセンターに
がん対策情報センターをつ
くって、そこが連携して国
民の方に情報を提供してい

今まで相談というのはその
病院にかかっている患者さ
ん対象でしたが、がん診療
連携拠点病院内外の医療従
事者の協力を得て、病院の
外からの協力も得て、該当

蠢が有意に高率であること
が示され、検診により早期
発見をというスローガンが
達成されていると言えそう
です。
子宮頸がんはもう何回も
言いましたとおりナチュラ
ルヒストリーがよくわかっ
ている。それで若年化が非
常に激しくて、大分県は実
は私が統計をとるまでやは
り40〜50代がトップだと
私も思っていたんですけれ
ども、きれいに30代が出
ました。それからがん対策
基本法においては受診率
50％以上を掲げています
けれども、子宮頸がんの場
合、受診者の高齢化が顕著
であるので、まず30歳前
後のどこかの時点で、一つ
のポイントを絞って、例え
ば30歳は全員無料にする
とか、そういうことをもっ
て30歳前後をまずやらな
ければいけないのではない
か。

市町村合併の問題
そうすれば妊孕力を保存
できるし、もしかしたら死
亡率もこの１点の検査だけ
でも低下させることが可能

診管理指導協議会は、一般
財源化された後も本当は継
続して機能すべきなのに、
本県においては機能してい
ない。
また、市町村合併という
のが非常に問題でありまし
て、サービスの悪いレベル
に統一しようとしている。

か、そういうことを何も気
を使ってくれない。それが
町村に行けばそんなことは

とインセンティブが働くよ

きましょう、それでその活

相談支援センター
もう一つ情報提供体制と

窓口をつくって、ここが非
常に大事なところですが、

の病院内外の患者さんに対

がん対策の中で患者さん

動について患者さんを含む
外部有識者による評価する
仕組みも一緒につくりまし
ょうということがうたわれ
ております。

からの要望が非常に強い部
分である情報提供、それか
ら相談支援についてご紹介
させていただきたいと思い

アクションプランが策定
されたのは平成17年８月
ですけれども、その次の年
の２月、地域がん診療拠点

いということで、地域に対
してサービスを行うという
定義が相談支援センターに
されております。

情報提供体制
若尾 文彦

応すると。だからその病院
にかかっていない、その病
院のカルテがない患者さん
についても相談を受けなさ
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相談支援センターでどう
いうことを相談するかとい
うことにつきましては、こ
ちらです。細かいスライド

に新しい推薦がなされて、
恐らく来年の１月に新たな
拠点病院が指定されること
になると思います。

順次この形に変更していく
作業をしています。
それから予防・検診では
がんの発生の原因のこと、

で申しわけないんですが、
がんについて標準治療等の
情報、一般的ながん情報を
出します。それから地域の
医療機関や医療従事者など

こちらの都道府県のがん

予防について、がん検診な

に関する情報を提供しま
す。それからセカンドオピ
ニオンの提示が可能な医
師、療養上の相談に対応す

診療連携拠点病院は、地域
のがん診療連携拠点病院に
対して研修などを行う。そ
れで地域のがん診療連携拠

どの情報を出しています。
特殊な情報としましては、
若尾

文彦氏

中皮腫登録の研究のための
健康調査で無料検診を行っ

点病院は、その地域の住民
の方々に対して相談に応じ
るとともに、医療機関に対
して研修や情報提供を行
う。国立がんセンターのが

ら都道府県のがん診療連携
拠点病院と地域がん診療連
携拠点病院に対して情報提
供をしたり、研修をしたり、
診療支援をしたり、臨床試

ていますが、その無料検診
を行っている施設の情報な
ども出させていただいてお
ります。検診では、一般の
方向けにがん検診の効果は

さんなどの調査を行う。さ
らに医療機関との連携情報
などを収集する。アスベス
ト等の中皮腫に関する医療
相談に対応するなどの多く
の業務が定義されておりま

ん対策情報センターでは、
拠点病院あるいは都道府県

験の支援をしたりして、拠
点病院の医療的な機能を上

どのような形で判断するの
かということで、科学的根

の拠点病院に対してさまざ
まな支援を行う。こういう

げていただいて、さらに相
談支援センターが拠点病院

拠に基づくがん検診の一般
の方向けの解説などについ

ような仕組みが示されてお
ります。

にありますので、相談支援
センターの相談業務をサポ

て、ホームページから情報
提供させていただいており

す。
あと相談支援センターの

それでは国立がんセンタ
ーのがん対策情報センター
についてご紹介いたしま
す。国立がんセンターはも

ートするようなことを行っ
ております。

ます。
それから診断・治療方

る。地域の医療機関や患者

ほかに地域連携拠点病院と
しましては、標準的治療を
どういうがん種に対してガ

がん対策情報サービス

法、Ｑ＆Ａ・関連リンクな
どのページがありまして、
こちらからは先ほどの全体

ともと築地の中央病院、そ

がん対策情報センターで

イドラインに基づいた治療
を行っているか、あるいは
臨床試験をやっていれば何
の臨床試験をやっているか
という情報も出しなさいと

れから柏市にあります東病
院、がん予防・検診研究セ
ンター、それから研究所、
運営局とありましたけれど
も、その横並びにがん対策

は、ホームページからの情
報提供としまして「がん情
報サービス」というホーム
ページを立てまして、情報
提供を行っています。

でもご紹介しましたパンフ

いうことが、要件に指定さ
れております。それから院
内がん登録を実施して、地
域がん登録にも協力すると
いうことが言われていま

情報センターが昨年の10 （http://ganjoho.ncc.go.jp/）
月に設置されました。この
一般の方向け、医療関係者
中身としましては、がん情
向け、拠点病院向けと３つ
報・統計部、臨床試験・診
のサイトに大きく分けてお
療支援部、
がん対策企画課、 ります。まず一般向けのペ

が、やはり高齢の方でイン
ターネットを使えないとい
う方がいらっしゃいまし
て、ホームページに関連す
る情報の中からパンフレッ

す。
そのような形のがん診療
連携拠点病院が、いま全国
に286カ所指定されており
ます。がん診療連携拠点病
院は、都道府県に一つ程度

情報システム管理課と、２
部２課体制で５つの機能を
担っております。医療情報
提供機能、がんサーベイラ
ンス機能、がん診療支援機
能、多施設共同臨床試験支

ージですけれども、各種が

報を掲示しています。胃が
んのページにつきまして

トを昨年度に４種類、60
万冊つくって、さらにこの
７月に 4 0 万冊増刷して、
拠点病院に配布しているよ
うな形です。今は拠点病院

は、基本情報、受診に関す

の存在を知っていただくと

の都道府県がん診療連携拠
点病院と、２次医療圏にお
よそ一つの地域がん診療連
携拠点病院と二つあるんで
すけれども、都道府県の診

援機能、がん研究企画支援
機能というのがあります。
がん対策情報センターは
具体的に何をやっているか
といいますと、国民の方に

る情報、
検査・診断の情報、
治療に関する情報、治療後
の経過に関する情報、再
発・転移の情報など、その
フェーズに分けて情報を見

いうことで、
「がん診療拠
点病院の相談支援センター
にご相談ください」
、それ
から全国の拠点病院一覧な
どのパンフレット、
「胃が

療拠点病院があるのが31府
県の32病院で、その他が
地域がん診療連携拠点病院
です。また今年の10月末

対してはダイレクトにホー
ムページ、冊子等を通じて
がんに対する一般的な情報
の提供を行います。それか

せるような形にしていま

んについて」
「家族ががん
になったとき」という四つ
のパンフレットについて配
布しております。

んの解説としまして、さま
ざまながん種の一般的な情

す。今この形をとっている
のは胃がんだけですけれど
も、ほかのがんについても

レットのダウンロードなど
もできるようにしていま
す。初め、昨年の10月に
ホームページを立てました
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それでまたこのページに
戻りまして、病院を探すと
いうページがありまして、
日本地図から都道府県を選

海外などで出されています
診療ガイドラインの情報を
出しております。それでリ
ンクの張れるものはリンク

員会の情報、あるいは製薬
会社で出しているような情
報、海外の情報などに対す
るリンク集という形で、今

さん、家族の苦痛の軽減、
療養生活の向上をするため
に、やはり情報提供の部分
が非常に重要な役割を占め

びます。例えば大分県で大
分市を選ぶと大分県の地図
が出てきて、緩和ケア病棟
を有する病院、がん診療拠
点病院と色分けされてい

を張っております。それか
ら海外のガイドライン、今
ですと日本語訳が神戸の先
端医療振興財団のサイトか
ら出たりしていますけれど

どういう状況であるか、ど

ていると思います。情報提

のような検討がされている
かという情報をホームペー

供の担い手としましては拠
点病院の相談支援センター

ジからご紹介しておりま
す。それから、予防・検診

がありまして、相談支援セ
ンターに対して、５年以内

て、大分県は二つの地域が
ん診療拠点病院があって、

も、そのようなサイトを実
際に患者さんがごらんにな

都道府県のがん診療拠点病
院はまだ指定されていない
という状況です。例えばこ

って、いま自分が受けてい
る診療と違うではないかと
非常に不安になられるとい

というコーナーが医療関係
者向けにもあります。こち
らではより詳しい情報とし
まして、斎藤先生がお話し
されていますがん検診の評

にがん対策情報センターが
主催する相談支援センター
の相談員の研修会を受けた
相談員を配置することとい
うことも、基本計画の中に

ちらにマウスを当てると大
分県立病院とあって、そこ
のページに行くとより詳し
い地域の地図と、その拠点

うことが多くあると思いま
す。そのようなことも考え
まして、日本の標準治療と
海外のガイドラインとの違

価について、あるいは今話
題となっていますがん検診

書かれております。

病院で行っている診療の内
容などが見られるようなデ

いについて、さまざまな背
景の違いも含めてこのペー

ガイドラインのダウンロー
ドもこちらからできます

ータを出しています。
それから駅からの行き順
などもこの地図で示したり
することもできます。さら

ジで解説などもしておりま
す。

し、もう既に公開されてい
る例えば大腸がんのガイド

にこれもがん情報サービス

データベース
それからやはり患者さん

のためのガイドライン、ガ
イドラインをつくるための

ラインなどもこちらに掲載
されています。今後、前立
腺がんのガイドラインもこ

地域懇話会
がん対策情報センター
は、最初のアクションプラ
ンの絵にありましたけれど
も、患者さんの代表なども
含む運営評議会の評価を受
けつつ、運営評議会だけで
はなくて運営評議会ワーキ
ンググループをつくってい

の中のページですが、相談
支援センターの連絡先はど
こで、どういう名称で、だ
れが対応してくださるかと
いう情報も出しております。

で、臨床試験についての情
報を知りたいという方も多
くいらっしゃいまして、臨
床試験のデータベースとい
う形で提供しています。た

ちらに掲載することが予定

それから医療関係者向け
のページがあります。ただ、
これは医療関係者に限った
わけではありませんで、よ
り詳しい情報を知りたい一

だし、これは我々のところ
でデータをつくっているの
ではなくて、もととなって
いるデータはJAPIC（医
薬品のデータベース）
、日

断、放射線診断などの診療
支援、それからさまざまな
研修会、
医師向けセミナー、
放射線治療のセミナー、化
学療法のセミナー、看護師

っています。それからがん
情報サービス向上に向けた
地域懇話会という形で、い

般の方にも見ていただくと
いうことを想定しておりま
す。それから行政の関係者
の方などにも統計情報など
を出しております。これら
はエビデンスに基づいたデ

本医師会治験促進センタ

という形で、例えばこちら
ですとUMINのページに

向けセミナーとあり、院内
がん登録が必須となってい
ますので、院内がん登録を
するための実務者に向けた
研修、あるいはテキストの

お邪魔しまして、住民の
方々からのお話を聞いて、
それをこの情報提供に生か
すということをやっていま
す。さらに市民向け情報講

飛ぶ、こちらの試験を選ぶ

情報など、それから相談支

演会を今年から始めまし

ータを出すということを基
本方針として、データを集
めて出しているような形で
す。
医学情報としましては、

とJAPICのページに飛ぶ
ような形で、ポータルサイ
トとしてページをつくっ
て、がんに関する臨床試験
を調べるようなことができ

援センターでの相談員のサ
ポートの情報などを公開し
ております。
がん対策基本法ができ
て、それに基づいてがん対

て、今年は３回予定してい

各種がんのエビデンスデー
タベースということで、こ
ちらは今いろいろな学会で
つくっていたり、あるいは

るようにしています。

策推進基本計画が今年の６
月に閣議決定されました。
それで二つの目標のうちの
一つの、すべてのがん患者

院のある県にお邪魔したい
と考えています。それでや
りました情報はこのような
形でホームページに掲載さ

ー、UMINの三つのデー
タベースに対するリンク集

それからもう一つ、国内
の未承認薬に関する情報と
しまして、未承認薬検討委

されております。
がん診療連携拠点病院向
けのページは、拠点病院の
スタッフに対して病理診

ただいて、実際患者会の
方々など15人の方と一緒
に先ほどのパンフレットを
つくったり、ホームページ
についての内容の検討を行

ま全国、都道府県のがん診
療拠点病院があるところに

ます。
地域懇話会は今まで10
カ所回らせていただいて、
これからも都道府県拠点病
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せていただいています。中
では国としての対応、がん
対策情報センターの対応、
各都道府県の対応、拠点病

とを対がん協会に担ってい
ただいて、また病院でもい
いという方は相談支援セン
ターにいらしていただいて

はいけないと思います。話
は飛んでしまいますけれど
も、例えば特定検診のよう
な形になると、そういった

とで固定して、分子を市町
村のがん検診をやった人数
は最低限ということで、そ
れにそれ以外の実施体など

院の対応というような形で
講演した後に、住民の方々
と意見交換を行うという形
で行っております。
それから最後の講演会で

相談できる体制等を含め
て、がん患者さんの不安を
とるという全体のがん対策
基本法の目的、目標を満た
すべく、我々もオールジャ

把握も可能になるのかなと
考えています。
坪野 市町村のがん検診の
受診率を計算するときに、
分母から個人で受けている

を加えていったほうが理に

すけれども、こちらは７月
15日にパンフレットと同
じ「家族ががんになったと
き」ということで講演を開

パンの体制づくりのお手伝
いをするという立場で、対
応していきたいと考えてお
ります。

人とか職場で検診を受けて
いる人を除外するというこ

はどうされますか。
坪野 これは小規模なとこ
ろであれば全数把握できる
でしょうけれども、各市町
村から報告してもらうとい

きまして、この講演会は他
地点のテレビ会議システム
を通して18カ所の拠点病
院に中継しているととも
に、今ホームページでこの
ビデオ、スライドなどが閲
覧できるような形で公開さ

総合討論

とが、長く慣例として行わ
れてきました。これは多分、
一つは厚生省と労働省がば

かなっているのではないか
と思っています。
垣添 その場合、職域検診
などを受けた方の実数把握

らばらだったときの名残り
なのではないかとも思いま
す。そのことは例えば今の
がん検診の実施要項の中に

うことになると相当難しい
ので、何かサンプル調査と

も、分母から職域の受診者
を除くと書いてあるんです

にならざるを得ないのかと
思います。今そういう市町

っきりしていないものです
から比較がかなり難しいと
いうような話がありまし
た。この受診率の把握、受
診率の計算方式に関して、

が、何でなんだろう、その
妥当性は何なんだろうとよ
くよく考えてみると、疑問
に思うところがある。

村からの報告とは別に、国
民の無作為標本を対象に、

るということをやっており
ますが、非常に多くの分野
の情報をつくっていく必要
があって、我々のスタッフ
だけでは到底できるもので

ご意見がおありでしょう
か。

実施が法的な責務としてあ
るものは今現在ではなく
て、来年から市町村の検診
が努力義務になると。一方、
事業者はがん検診を実施す

当性という問題もあります

はありません。情報のコン
テンツの作成、あるいはさ
まざまな拠点病院の情報を

率と一言で言っても定義が
いろいろ違っているという
ことが一つあります。この

集めたり、相談支援センタ
ーでの活動を支援したりす

50％の受診率と言ってい
る根本は、20％の訂正死

る法的な義務はないわけで
すから、法的な義務がない
ところで職域なり個人が自
助努力で受けているという
ことを、分母として除外す

れたような分母を全住民と
して、分子は住民検診を受
けた人、職域検診、その他
の検診を受けた人をできる
だけ把握して、その計算で

るなど、我々の力だけでは
なくて、さまざまな方々の
ご協力をいただいて初めて
実現できるものと考えてお
ります。
それで相談支援センター

亡率の減少ということです
から、あくまでもこれは当
該年齢の住民が分母である
べきだということが一つあ
ります。それからこの問題
では定義の違いということ

る形がふさわしいのか。む
しろ市町村の対象年齢の住
民全体を分母として固定す
べきであって、分子のほう
に市町村の検診を受けた
人、職域あるいは個人とい

受診率を把握するというこ
とをやるんだと思います。
職域検診の対象者を分母か
ら除いてというやり方です
と、実態を把握する上で皆

がありますけれども、やは
り病院の相談支援センター
は非常に敷居が高いという
ことで、対がん協会がやら
れているようながん無料相

が言われていますが、それ

システムが我が国にないこ
とが問題です。これは非常

うのを加算していくほう
が、筋が通っているのでは
ないかと思います。
つまり今までは分子は市
町村の受診者で固定して、

を感じておられるのではな
いかという気がいたします
が、会場の皆さんの中で何
かご発言いただくことはあ
りましょうか。

談の電話相談を非常に期待
する声も多く聞いておりま
す。そのような形で電話相
談、コールセンター的なこ

に大きな問題でありまし
て、かねてから指摘されて
いるところです。これを将
来どうするかを考えなくて

分母をいろいろ入れかえ
て、それで不一致があった
という話ですけど、むしろ
逆に分母を全住民というこ

久道茂（宮城県対がん協会
会長） 受診率の件ですが、
アメリカでの受診率という
のは恐らくサンプリングだ

せていただいております。
このようにがん対策情報
センターでは、さまざまな
情報をつくって発信すると
いう形で、がん対策を進め

垣添 それでは、これから
会場の皆様も含めて討論を
始めたいと思います。
まず受診率の把握といい
ましょうか、その定義がは

受診率の把握
斎藤 受診率ですが、受診

よりも実際に受診をしたと
いう事実を把握するような

というのは、がん検診の

か、あるいは何か係数を決
めて推計というようなこと

アンケート調査というか自
己回答で調べているような
ものがあります。それの妥
が、それで代替するのが一
番直接的なのかなとは思っ
ています。
垣添 いま坪野先生が言わ

さんも多分いろいろな矛盾
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と思っているんですが、そ
れでよろしいですよね。そ
のサンプリングが全体を代
表するようなサンプリング
の仕方をして、きちっとや
っていると聞いています
が、日本でもまずそれをす
る必要があるのではないか
という気がします。ただ、
それをどこがやるのかとい
うと、恐らく斎藤先生のと
ころしかないだろうと思い
ます。もう一つ便法としま
して国民生活基礎調査の中
シンポジウムの総合討論で質問に答える、左から若尾、坪野、谷口、斎藤、木村の各氏。

で、あれは４〜５年に１回
でしょうか、そのときに各
がん検診の受診状況をアメ
リカと比較できる形で集め
るというのが必要ではない
かと思います。

沖縄で人間ドック学会が開
かれているということで、
是非、がん対策推進室が音
頭をとってがんに関連する
学会に連絡し、せっかく実

どういうふうに進めるか、
あるいは計算式も先ほど申
し上げた全住民分の住民検
診プラス職域検診というこ
とに行くかどうか。最終的

いますか、受けていなけれ
ばぜひお受けになるように
という勧めをするというの
は、非常に効果的な話では
ないかと思って聞いており

宮城県では何年かに一
度、県民生活調査をやって
いまして、それをやります
と受診率はもうほとんど
50％近くになっているん

態調査をやっているのであ
れば、それを総合的に把握
するような努力をしていた
だければ、もう少し実態に
近づけるのではないかと思

には、いま厚生労働省でや
っておりますがん検診の検
討会で、もう少し議論した
上で方針を決めることが可
能ではないかと思います。

ましたので、日本医師会の
ほうの検討会にも生かさせ
ていただきたいと思ってお
ります。
坪野先生からは非常に明

です。ですから宮城県のが
ん対策推進計画協議会の中

います。
斎藤 数年前にそういった
検診にかかわっている各団
体、学会を網羅して、それ
で把握できないかというこ

木村先生の発表に、検診を
どうして受けないのか、あ
るいはどうしたら受けるの
かというところに、医師か
らの勧奨というのがありま

快にご指摘をいただきまし
たけれども、国の役割が今
の法律の中にはっきり書か
れていないということに関
して、追加発言をいただけ

とで調べたことがあるんで
すが、網羅的に把握するこ

した。欧米先進国ではドク
ターが「検診を受けていま

ますか。
坪野 中央省庁出身の同僚

とは無理だと思います。や
り方としては、先ほど久道

すか」といって、受けてい
ないのだったらぜひ受ける

に言わせると、行政という
のはプールの中で長い物干

先生のご指摘にあったよう

ようにという勧奨が非常に

し竿を振り回しているよう

生がおっしゃるように、国
民生活基礎調査で質問条項
を変えればカバーできると
思います。ただ実態を把握
するという意味では、人間
ドック学会というのが

に、やはりサンプリングに
よって妥当性がある方法を

有効であると聞いておりま
す。昨日、日本医師会が初

なものだと。だから90度
回転すると自分で思ってい

確立するということだと思
うんです。ですから宮城県

めてがん対策推進委員会と
いうのに取り組まれて、私

ても実際には10度しか動
いていなくて、その方向に

のご紹介がありましたが、
そういった調査をやって、

もその委員として加わりま
した。一つは緩和医療に関

行くまで10年かかる。た
だ向いている方向が自分た

5000〜6000人参加して開

ます。ところが対がん協会
が集団検診のメッカだとい

それが非常に妥当性が高い
ものだというものを確立し
て、その標準化された方法
で測定していくということ
ではないかと思います。

して、もう一つはがん検診
に関して小委員会をつくっ
て、今年度中に一応の結論
を出すような作業を進める
ということであります。日

ちの理想と一致しているこ
とが大事だということを言
われたことがあります。だ
から我々研究者が頭の中で
考えるように、現実はそん

いながら、そことほとんど
連絡をとっていない。去年
の総会が開かれた９月14
日、15日と全く同日程で、

垣添 宮城県は大変いい例
がありますから、それを参
考にさせていただいて、我
が国としてサンプリングを

本医師会がそういうことに
乗り出してきたということ
は、例えば医師からの勧奨
という意味で検診を受けて

な簡単には動かないという
ことも一方であるんだと思
います。やはり巨額のお金
がかかることなので、そん

で、検診受診率の目標数は
70％にしようかと議論し
ているところです。

他学会との連携
土屋了介（国立がんセンタ
ー中央病院院長） 今のサ
ンプル調査について久道先

かれているんです。ここは
かなりのデータを持ってい
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なに簡単には進まない。
ただ、私も久道先生のご
指導で20年くらいがん検
診のことを勉強しています

お金は1700億円ふえます。
それは決してがん検診をや
ったからといって削減はさ
れません。でも国民に

か、受診率が増えてくれば
それに伴って必要なものが
ついてくるのか、それは先
に財源があったほうがいい

けれども、一進一退になれ

1700億円を負担する気は
ないですかと。自分たちの
保険料は自分たちが納めて
いるわけですから、そこで
負担できるようなことを考

のかもしれませんけれど

いと思うんです。ですから
今回のがん対策基本法が本
当にそれのブレークスルー
になってくれればいいんだ
けども、どうなんだろうと

えられないんですかとい
う、むしろ正面から問題提

ではないかと考えていま
す。閣議決定されていると
いう事実は重いと、全省庁
で50％受診率確保という
のを目標に定めたという点

ィアでとか自己責任におい
てということでは絶対これ
は達成できないだろうと思
います。矢崎先生が、メタ
ボリックシンドロームが来

いうところがある。やっぱ
り本当に自分たちの理想と

がトータルに安くなるんだ
という話も重要ですけれど
も、コストがかかるけれど
もそれは自分たちが負担す

を、重く受けとめています
し、重く受け止めていただ

年からそれをもって特定検

るということで合意できる
んだったら、それでもいい

しゃるとおりで、国民がそ
の負担を覚悟するかしない

じゃないかという議論も、
一方では必要なのではない
かと思います。
垣添 なるほど。
木村先生、

かというのは大変大事だと
思いますのは、先ほど木村

てしまっているというか、
10年前も今も基本的に同
じようなことで議論してい
るというところがすごく強

思うことをやるには、どれ
だけ金がかかってどれだけ
の体制が必要なのかという
のを試しにみんなで考えて
みて、そこと現実とを埋め
ていくために何をすべきか
という発想も必要ではない
かなと思います。

がん検診の経済効果

起をするということも重要
ではないかと思う。
つまり検診をやったほう

その点はいかがですか。あ

も、受診率が増えてくれば
それに見合う財源は我々と
しても関係省庁にお願いし
ていかなければいけないの

ければと考えております。
土屋 私は坪野先生のおっ

先生が通常診療の中で検診
まがいにやっているんじゃ
ないかと。これは今の法律

疲弊する市町村
金城幸善（沖縄県総合保健
協会理事長）今日は坪野先
生の話を聞いて、本当にこ
れをしなければ受診率は上
げられないだろうと思った
のは、市町村とか国が主体
にならなければ、ボランテ

診をやるけれども、
「健康
日本21」ができたけれど
も、失敗じゃなかったか、
なぜかと先生は書いていま
す。それは財政的な裏づけ
がなかったということと、
システムがない、マニュア
ルもない、それから個人の
それに任せたんだというこ
とで書かれています。

からいったら違法ですよ

垣添 私も全く同感です。
先生がプレゼンのときに最
後にスライドで示された、
がん検診を強烈に展開した

んまり行政という立場を意
識しないで討論に参加して
いただければ、ありがたい
と思います。
木村 そう言われましても

場合に1700億ぐらいお金
が余分にかかるけれども、
５万7000人ぐらい救命で
きるんじゃないかというよ
うな、荒っぽい計算である

それなりに意識してしまい
ますけれども、先ほど韓国
のスライドと比較して、実
施主体なり役割分担が明確
でないというご指摘があり

なぜ今は勧められない
か。例えば私は 2 5 年間、
５カ所の東京の区の検診の
お手伝いをしていましたけ
れども、今年は肺がん検診

ら、もう一回交付税を特定
化して、がん検診に使いな
さいというふうにどうして
戻せないんですか。先ほど
ちょっと難しいということ

けれどもという試算をお話
しになりました。あれで、
例えば救命された人たちの
経済効果みたいなものは算
定できますか。つまり、最
終的にこういう数値に基づ

ました。それは日本のがん
対策基本法は基本法ですの
で、どうしてもそういう性
格があるのかなと思ってお
ります。ただ、がん対策推
進基本計画は閣議決定され

3000人分予算がとれまし
たと、そこまで行ったらお
しまいなんです。それ以上
やったら自費で払うか、あ
るいは先生がおっしゃった
ようにインチキでやるしか

を言っておられたので。や
はり現実を考えた場合、斎
藤先生からもご指導を受け
るんですけれども、いくら
有効な検診をやろうと思っ
たって来ないわけです。

いて財務省と渡り合う必要
が出てくるんじゃないか。
坪野 多分二つあって、例
えば救命され社会復帰する
ことの経済効果を計算し

た計画であり、しかも
50％ということに厚生労
働省だけではなくて全省庁
が合意の上で閣議決定し
ているということは、非

ない。逃げ場がないわけで
す。これは50％にすると
いっても保証がない。です
から坪野先生が言われるよ
うに、国民が検診を受けた

それともう一つは、有効
な検診をやる検診機関を国
でもって「こういう機関で
なければ検診してはいけな
い」という指定がないと、

て、それを純粋な医療費に
上乗せするというやり方が
あると思うんです。ただも
う一つ必要なのは、実際に

常に大きいと考えておりま
す。
ですから財源を増やせ、
増やせというのが先なの

いという場合、それは財務
省が云々以前に合意が得ら
れなければ、なかなか増え
ていかないと思います。

有効な検診をしなさいとい

ね。正々堂々と検診で保険
が使えれば、先ほど垣添先
生が言われたように医師が
受診を勧められるんです。

恐らくまたこれも二の舞
だろうと。基本法をつくら
れて本当にがん検診を一生
懸命やろうと思っても、市
町村は金がないわけですか

っても、今日は恐らく日ご
ろから一生懸命やっている
各支部のメンバーですが、

対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）

（ 19 ）

やっても今は入札でもって
安かろうで移ってしまうん
です。それは市町村に金が
ないからです。市町村は疲

の枠を超えた展開が必要な
のだろうと私はいつも考え
ていたのですが、そういう
視点で必要なものはちゃん

まえるというのは効率のい
いやり方で、我々は成功し
ていませんので外国を見ざ
るを得ない。

ィードバックしているよう
です。例えば対がん協会が
そういった機能を担うとい
うことは、今後の姿として

弊しているわけですから、

とお金をかけないと実現で
きない。
そのことに関連して、坪
野先生は発表の中で対がん
協会は独自の政策構想をと

諸外国、特にヨーロッパ
での乳がん検診等を見ます
と、やはりお金をきちんと
かけている。それから仕組
みがあるというのが我が国

あり得るのではないかと先

聞いて我が意を得たりとい
いましょうか、ぜひ対がん
協会の名においてこれを要
請したらどうかとご提起申
し上げたいと思います。

いうことを言っておられま
した。私も、国の基本計画
をつくるがん対策推進協議
会の議論の中で、例えば喫

との大きな違いです。仕組
みを受診率に限定していい

ん検診事情を視察してきま
した。オーストラリアはキ
ャンサー・カウンシルとい
う州別にある民間の機関
が、検診サービスとともに

垣添 多分この会場におい
での方は、皆さんが感じて

るわけです。毎年こういう

は委員全員が賛成していた
のに、結局あれを数値目標
として掲げると、最終的に
はいろんな省庁の反対に遭
って閣議決定されないとい

シンポジウムのときに、や
っぱり国策としてがん検診
を行うべきであるというご

う非常に強い情報が入って
きて、泣く泣くあれは取り
下げたということがありま

意見をいつもいただいてい
ますし、今回はがん対策基
本法ができたここ数年で極

す。ただ文章でいろいろ入
りましたから実質的な効果
はあるとは思いますが、が

めて重要な年であります。

ん予防のうちで最も大事な
喫煙のことが数値で上げら
れなかったというのは本当
に残念であります。しかし
そういう国の決定というシ

ビテーション・レターはど
うしているのと必ず聞かれ
ます。そのぐらい大事な仕
掛けなのです。
わかりにくいので具体的

おっしゃる通りだと思いま

標はこのまま行くとなかな
か苦しい状況ではないかと、
私も大変危惧しています。
本当はこの基本法ができ
て基本計画ができたら、昨

ステムを考えると、なかな
かあれが入れにくいという
のは、またそれはそれなり

に説明しますと、受診者の
リストがないと受診を促す
べき対象者がわかりません
し、初回受診群が把握でき
ないんです。ですから新規

費税です。北欧は消費税。
それからドネーションが一
部ありますが、とにかく成
功例を見ますと税が主体で
す。ですから今、政治的あ

年から今年にかけて、ある
いは今年から来年、いま予
算要求中ではありますけれ
ども、厚生労働省は予算を
増やすように努力しておら

協会というのは言ってみれ
ば民間のがんの団体の代表
みたいなものでありますか
ら、対がん協会として独自
の政策目標を掲げるという

るいは役所的にいろんな状
況があるんでしょうが、の
っけから国が主導するとい
う選択肢を捨て去るのでは
なくて、やはり本来どうす

れます。けれども厚生労働
省の中で予算をやりくりし
ているだけでは、例えば平
成20年に向かって仮に60
億円ぐらいふえたとして
も、それではほかの部局が

のは、特にがん検診に関し
ては私も非常に重要ではな
いかと思っております。

受診者に勧奨しようにも、
そういうグループが同定で
きない。その他いろいろあ
りますが、それを把握しな
くてはいけないんです。そ
れでそういうことをやる組

斎藤 先ほどの金城先生の

織があるんです。そういう
ところがインビテーション
を出して受けたか受けない
かを確認して、受けない人
にはまたリマインダーを出

て、それで今すぐは無理だ
としても、その方策を探る
ということが大事なのでは
ないかと思います。
垣添 会場の方、何かご発

泣くというような状況だと
したら、国策としてのがん
対策というのはとても進ま
ないだろうと。やはり省庁

ご指摘の中に出てきまし
た、お金と仕組みというの
はキーワードなんです。や
はり成功している前例を踏

すということをやっていま
す。それから先ほどお示し
したデータの管理も、分析
してそういうところからフ

言いただくことはありまし
ょうか。
千葉洋志（岩手県対ガン協
会専務理事） 幾つか申し

今のような補助金の中でや
ることはできないだろうと
思うんです。そういった意
味で坪野先生のお話を今日

おられることだと思います。
私自身も本当に痛感してい

しかし残念ながら、どうも
それに伴うお金が必ずしも
ついてきていないというこ
とで、
やっぱり50％達成目

煙率半減というのは、最初

に理解できるわけです。
したがって、日本対がん

外国の成功例

ますと、まずいわゆるオー
ガナイズド・スクリーニン
グ（ＯＳ）で受診率が高く

ほど坪野先生の話を聞いて
思っていました。
つい最近、うちの祖父江
部長がオーストラリアのが

なる仕掛けの基本条件は、
網羅的な受診者リストを作
成するということです。そ
れでその人たちに個別に検

リサーチもやっていて、そ
して受診の管理をやってい

診の機会をオファーする。
つまりインビテーション・

ですが、今の基本計画を都
道府県が策定しますが、そ

レターを出す。これがＯＳ
の定義です。これはＯＳを
語る時の共通語でありまし
て、日本では受診者リスト

の機会をとらえて対がん協
会支部をベースにきちんと

はどうなっているの、イン

るというようなことを聞い
ています。これは私の考え

した体制づくりが可能では
ないかと思います。
垣添 今のお金と仕組みは
す。
斎藤 乳がん検診の財源は
ヨーロッパでは大体国税が
主体です。それから一部消

べきかということを考え
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上げたいと思います。先ほ
ど来の受診率の問題。がん
検診が始まって何十年とな
るんですけれども、今まで

ること、予算を伴うことは
なかなか実現できないとい
うのはよく承知はしており
ますが、それに対してやっ

なのかなと思います。

そういう基本的な算式さえ
出ていないというのは、や
はり国を初めとするところ
のサボっている以外の何物
でもないんじゃないかと思

ぱり日本対がん協会として
提言をする、日本医師会と
してもそういう発言をして
もらう、あるいは国民に対
してそれをずっと訴えてい

に閣議決定されて、現在、
都道府県の基本計画が本年
度中に作成ということで、
東京都も大阪府もいろんな
県がその作業に取りかかっ

り調べて、そしてそういう
内容を我々に知らせてもら

います。
いずれにせよ、もっと早
くそういう問題というのは
研究されて、結論を得てし

って、その声を背景にして
国に迫っていくということ

ておられるのは事実です。
これも国の話と同じで、言
葉として入っていても実態
が伴わないと、同じことを
繰り返すことになりかねま

うことが非常に重要であ
る。その中で国がお金を出
さないで現場だけでもって
頑張ってできているような
国があるかどうか調べてみ

せん。私自身も幾つかの県

て、なかったら我々はミラ
クルショットを要求されて

かるべき問題だと一つは考

が私は必要だろうと考えて
います。
斎藤 日本対がん協会のあ

えます。
それから坪野先生等が問
題提起されましたがん対策
基本法につきましては、言
うまでもありませんが議員
立法で出されたと。私の知

り方ということですが、精
度管理と都道府県基本計画
についてコメントします。
皆様の支部からいただいた

識で申し上げますと、行政
官が望まないような、政府

ことを割り出して、仕様書
に盛り込むべき項目として
厚生労働省の中間報告書に
掲載してもらいました。こ

が望まないような内容の場
合は、えてして議員立法で
出されてきた。

情報をもとに、精度管理の
最低限の項目は何かという

れは、いま現場で起こって

都道府県の計画
垣添 国の基本計画が６月

の基本計画づくり、あるい
は東京都の推進協議会など
にかかわっており、もちろ
んそういうところで発言は

払うけれども、そうじゃな
いと少ししか払わないと
か、いろんなうわさ話は聞
きますが、それが非常に聞
こえてこない。これはまず
厚生労働省は少しお金を出
してもいいですからしっか

いることになりますね。一
方50％という数値目標が
あって、そういう国の実例

いたしますが、言葉として
書かれていることに対して
どのくらい財政的な裏づけ
ができるのかということに
なると、行政の方はすっと
腰を引かれますので、非常

がないということだった
ら、しょせんできないのは
当たり前の話でありますか

と私は思います。

ら、それをいくら努力して
議論しても時間のむだで
す。それはまずやるべきだ

これは坪野先生だったと
思うんですが、対がん協会
は発足以来50年を迎えて、
来年は記念のイベントをや
ると聞いておりますけれど

いる価格競争だけで検診機
関を選定するという状況
に、ある程度は歯止めをか
けるものだと思っています。
精度管理を義務づけるこ

に難しい作業ではあると思
っています。ご指摘は全く
正しいと思います。
武藤徹一郎（癌研有明病院
院長）先ほどの斎藤先生の

もう一つは、今日はがん
検診の話ですけれども、基
本法の中にがん医療の均て
ん化だとか、がん拠点病院

も、私はやはり本部として
国に対して政策の提言をや
っていくというような点
を、本気で考えてもいい時
期に来ているのではないか

とはまだできませんが、こ
の秋から行われる都道府県
の基本計画の策定はチャン
スだと思います。都道府県
の策定の際に、基本計画の

話を私は非常に興味深く拝
聴して、目からうろこが落
ちたみたいな気がします。
外国では検診がうまくいっ
ている、そしてアメリカで

だとかいろんな話があるわ
けで、がん拠点病院が決ま
ってそこにはお金が行くん
ですけれども、その施設で
もって検診のことまでとて

と思います。
垣添 どうもありがとうご
ざいます。私は幾つかの検
診の現場をよく拝見してお
りますし、機会あるごとに
皆さん方のご意見を承って

個別目標にあるようにすべ
ての市町村で科学的根拠
（有効性）に基づいて検診
を行う、精度管理（事業評
価）も行うと明記し、実際
の都道府県の個別の基本計

もうまくいっていると。一
体どこに仕掛けがあるかと

も手が回らないはずです。
がん拠点病院は放射線治療
とか化学療法とか、むしろ
末期のがんをしっかり診る
のが義務であります。そう

おりますから、今の先生の
ご指摘は本当に痛切にいつ
も感じていることです。法
律ができたということ自
体、結局患者さんや家族、

画の中にどのように行うか
各論をしっかり書いてもら
えばいいんです。そうしま
すと、やはり対がん協会の
支部が精度管理ができると

それでもまだ一部だけの話
で、まず我々がすべきこと
はうまくいっている国の実
情をもう少ししっかり知る
ことだと思います。

あるいは国民の声を後押し
にして、とにかく法律がで
きたということがありま
す。したがってお金がかか

いう意味で検診の担い手に
なるかと思います。都道府
県の基本計画にいかに書き
込むか、働きかけが今必要

例えばアメリカは全く違
うシステムでやりますけれ

いうことは、実は情報が非
常に足りないんです。今の
お話を聞いて「ああ、そう
いうことか」と思いますが、

ども、検診を受けていれば
保険会社がお金をちゃんと

すると検診はやはりこうい
う団体、あるいは民間の団
体、その他個人の開業医と
か、そういうところがやる
ことになります。
そのときに対がん協会の
組織が拠点病院と結びつい
て、検診は対がん協会、拠
点病院は拠点病院で治療を
受け持つというパイプライ

対 が ん 協 会 報

ンをつくる。そして、対が
ん協会にも国からのお金が
少し回るような、あるいは
インセンティブじゃないけ

きたいと考えております。
国では支援策を用意してお

ど特殊な機関だという勲章

えています。このがん対策
推進事業は、ある種独特な
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ますので、ぜひこういうも
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功事例、モデル事例、こう

で今、アメリカとヨーロッ
パで大規模なスタディが走
っていますから、その結果
を見て有効であれば見直す

やったらうまくいくという

ということでいいんじゃな

のを幾つかの都道府県の中
で積み上げていきたいと思

いかと思います。
ただ現実にＰＳＡ検診、

らず、患者会の支援やがん

っております。ぜひこんな
ことをやってみたいという

前立腺がん検診は、熱心な
大学あるいは医療機関の先

仕掛けが必要ではないかと
私は常日ごろ思っているん
ですけれども、そういうこ
とができるかどうか、そう
いう考えはいかがなものか

医療などさまざまな対策に
活用いただけます。自治体
が都道府県のがん推進計画
を策定して、それに基づい
てこんなことをやっていき

お話がありましたら、ご相
談いただければありがたい
と考えております。
村山博良（高知県総合保健
協会理事長） 今日のシン

生方の努力でたくさん走っ
ておりますが、それをどう
するかということがありま
す。言ってみればこれは任
意型の検診でありますか

ということをお考えいただ
きたいと思います。

たいという、先駆的なこと
を応援していく事業です。
本日、お集まりの皆様方
が各都道府県の計画づくり
というものにご関心を持っ
ていただいて、ぜひこうい

ポとちょっと違うかもしれ
ませんが、先ほど自治体に
対してのいろいろなアプロ
ーチをすべきだ、計画をす
べきだというようなお話が
あったわけですが、私ども

ら、受ける人に対してきち
んと説明をして、それでも

変厳しい状況にあるけれど
も、例えば日本対がん協会
の支部がやっておられるよ

う形で受診率向上や精度管
理をやっていこうと、お話
をしていただければありが
たいと考えております。
また、本日はがん検診の

のところでは高知市が行政
としてＰＳＡの検診をずっ
とやっておりました。とこ
ろがコストの点とかという
ことで、今度はＰＳＡの検

うな質の高い検診が検診の

財源にかかわるご発言やご

対象機関として指定される
ような、あるいは拠点病院
と連携するような形での日
本対がん協会の活動は、私

要望をいろいろとお聞きし
ました。地方分権や三位一
体の改革など、財源を国か
ら地方へ移譲していくのが

診を中止しました。新聞紙
上でもそういう県がたくさ

も非常に重要であろうと思
います。

大きな流れとなっていく中
で、いったん交付税化され
たものを補助金などに戻す
ことはなかなか難しいこと
であると考えています。た

を与えていただければ、患
者さんのアクセスもやりや
すくなるし、それだけ信用
が高くなる。何かそういう

垣添 先ほど来、検診機関
あるいは病院を指定すると
いうようなお話がありまし
た。特に検診機関に関して
いうと、なるべく安いとこ
ろにということで実情は大

自治体の支援策
木村 根本的に財源を戻せ

りますので、ぜひご活用い
ただければありがたいと考

事業ではないかと思うんで
すけれども、がん検診に限

のをご活用いただきたいと
考えております。そして成

んあるように伺いますけれ
ども、今日の垣添先生はご
専門でございますが、ＰＳ
Ａの検診ということについ
てどのようにお考えでしょ
うか。お聞かせいただきた
いと思います。

PSA検診のありかた

なおかつ受けたいという方
に受けていただくことに関
しては、前立腺がんで死な
ないために個人の利益を優
先するという意味で、私は
続けていっていいのではな
いかと考えています。です
から現状で国としてやるこ
とに関しては結論を先延ば
し。要するに今は判定でき
ない。だけど今走っている
もので受けることを希望す
る方に関しては、受けてい
ただくというふうに考えて
います。

終わりに
垣添 まだまだ議論しなく
てはいけない問題は山ほど

とかという話になると、と
ても来年できる話ではあり
ません。しかし先ほど申し
上げましたように、受診率
を向上させたいとか精度管
理を一生懸命やりたい、そ

だ、ご理解をいただきたい
のは、がん対策推進基本計

垣添 厚生労働省の班研究

画は、閣議決定された政府
としての計画であるという

のガイドライン、まだ確定
はされていませんけれど

点です。厚生労働省として
は、がん検診の受診率の状

も、ＰＳＡ検診に関してい
えば、世界じゅうで検診を

ういう先駆的なモデル的な

は、
我々も用意しています。
したがいまして、この事業

況を踏まえながら、必要な
財源措置が確保されるよう
に、関係省庁と協議をして
いきたいと考えています。
繰り返しになりますけれ

することによって死亡率が
低下するということを確実
に保証するようなデータは
ないと。したがって、現在
いわゆる対策型の検診とし

ることをさらに踏み込ん
で、あるいは日本対がん協
会に対する期待というのも
随分たくさんいただきまし
たので、これは中でいろい

をうまく活用して、成功事
例、モデル事例、こういう
ふうにやったらできるんだ
なというのを積み上げてい

ども、厚生労働省には受診
率向上等のためにモデル的
にやっていきたいというも
のを応援する仕組みがあり

てＰＳＡ検診を取り入れる
ことは薦められないという

ろ検討させていただいて、
50周年に向けてさらに具
体化するための努力をして
いきたいと思います。

取り組みをしたいという自
治体を応援するための事業

のが結論だと思います。私
もそうだと思います。それ

ありますけれども、予定の
時間ですので、これでこの
シンポジウムは閉じさせて
いただこうと思います。た
くさん問題をいただきまし
た。毎年毎年指摘されてい
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これからの日本対がん協会
日本対がん協会会長

垣添 忠生

「これからの日本対がん
協会」と題して、三つの話
題をお話ししたいと思いま
す。一つはもちろんがん検

であります。そして1987
年には老人保健事業の第２
次計画として、肺がん・乳
がん・子宮体がんも検診に

ん16％ということで、
2000
年の統計ですが、平均受診
率は17％ということです。
この受診率を計算する方法

診のこと、それから情報発
信のこと、国際協力のこと
であります。まずがん検診
の部分から入ってまいりた
いと思います。

加えられ、1992年には老
人保健事業の第３次計画に
基づいて、大腸がんも検診
に加えられました。という
ことで、胃がん・子宮が

自体が全国でも必ずしも統
一されていないという根本
的な問題もありますし、そ
れからこれは市町村の行政
検診の受診率を大体推測し

「我が国のがん検診の過
去」ということであります
が、我が国はがん検診に関
して非常に先駆的に取り組
んだという実績がありま
す。これは 1 9 6 0 年当時、

ん・乳がん・肺がん・大腸
がんの五つのがんが検診の
対象とされ、この間、日本
対がん協会はこの検診事業
に深くかかわってきたとい
うことがあります。

たものですけれども、一方
で、ご自分の判断で会社の
検診を受けるとか、あるい
は人間ドックで検診を受け
るという方もあるはずです
が、そういう実態がなかな

けているということです。

東北大学の内科の教授をし
ておられた黒川利雄博士ら
が、病院でがんの患者さん
を待っていても進行がんの
患者さんしか診ることがで

ところが1998年、
国から
地方へという政治の流れに
沿う形で、従来の国から都
道府県に対して行っていた
補助金が廃止され、地方交

か把握されていない。
一方で、これらの五つの
がんが原因で年間16万人
が亡くなっています。今、
我が国では年間32万人ぐ

ではなくて、1990年代後
半からがんで亡くなる人が
減り始めた。それは一つは、
国がたばこ対策を非常に強
烈に展開したことと、もう

きないと考えられた。地域
に出向いていって患者さん
を発見することが大事では
ないかということで、宮城
県で検診車の巡回による胃

付税に基づいて市町村が実
施主体となって、みずから
計画立案、実施する事業と
してがん検診が位置づけら
れるようになりました。つ

らいの方ががんで亡くなっ
ています。その半数に相当
する16万人がこの検診の
対象がんで亡くなっている。
そしてその検診の受診率が

一つは有効ながん検診、例
えばこの乳がん検診、ある
いは子宮がん検診、大腸が
ん検診を組織立ってきちん
と展開していき、多くの人

がん検診を始められまし
た。1962年には、宮城県
で子宮頸がんの検診も始め

まり、従来、国が行ってき
たものが市町村が主体にな
るということで、大きく流

極めて低いということが大
きな問題です。これはアメ
リカの例ですが、米国の

がきちんとがん検診を受け
るということが大きな成果
を上げたと考えられます。

られて、これが大変成果を
上げたということで、
1966

れが変わったということで
す。この当時、対象臓器は

40歳以上の女性で、
過去２
年間で一度でもマンモグラ

アメリカだけではなくてヨ
ーロッパでも先進国ではそ

年には胃がん検診に対し
て、1967年には子宮がん
検診に対して国庫補助がつ
き、国から資金的な援助も
得られるようになったとい
うことです。したがって、

胃がん・子宮頸がん・子宮体
がん・肺がん・乳がん・大腸
がんの六つということです
が、この地方交付税に基づ
く検診の体制の変化が、徐
々に後に影響を与えてくる

フィ、これは乳房を軽く圧
迫してレントゲンで乳房の
中を詳しく調べる方法で、
これが乳がんを早く見つけ
る最も有効な方法と世界的
に認められている方法です

ういう現象が起きています。
がん検診の条件として
は、罹患率、それから死亡
率が高いがんであることが
対象です。したがって、が
んというのは本当にあらゆ

随分早くから組織的な対応
をしておられたということ
であります。
さらに1983年には、老
人保健法という法律が施行

ようになるということです。

が、このマンモグラフィ検
査を受けた人の割合は、
1987年当時は25％とかな
り低かったんですが、国も
保険会社も乳がん検診を受

るところにできてきますが、
非常に珍しい数の少ないが
んは残念ながら検診の対象
にはなじみません。検診に
適した検査法があること、

されました。市町村を実施
主体とする法律、老人保健
法に裏づけられた検診体制
ができ上がったということ

が大きな問題になっていま
す。胃がんが13％ぐらい、

けましょうというキャンペ
ーンを張ってどんどんとこ
の率が上がっていって、
1995年には65％になりま

それから早期発見をしたこ
とがちゃんと治療に生かさ
れること、それから検診の
精度が高いこと、検診を受

低い検診受診率
今、日本のがん検診の受
診率は大変低いということ

子宮がんが14％、乳がん
12％、
肺がん23％、
大腸が

基調講演する
垣添忠生・対がん協会会長

した。
現在は、
恐らく80％近
い人たちが、少なくとも２
年に一遍はこの乳がん検診
をこのマンモグラフィで受
その結果として、米国で
はやはり乳がんになる人は
早く見つかり、しかもそれ
で大概の人が治ってしまう
ということで、乳がんだけ

対 が ん 協 会 報
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けることによってそのがん
で死亡する危険性が低下す
ること、つまりそのがん検
診を受けたことによって、

が間に合うというがんが一
つ。それからもう一つは、
がんは体の中に発生してい
ますが、実際に症状が出る

とが必要ですが、日本は残
念ながら検診に関して法的
拘束力がありませんので、
共通の指標をつくってきち

これは特にアベレージ・リ
スクといって、特別ある種
のがんになりやすい人とい
うことではなくて普通の危

そのがんで亡くなる人が減
る、数が減っていくんだと
いうことが大事です。そし
て検診の費用が安いこと、
といった条件があります。

まで、さらにがんが発生し
てもずっとがんが非常にお
となしくてゆっくり増殖す
るようながんですと、患者
さんは別な病気で亡くなっ

んと情報を公開していくと
いうことが大事なのではな
いかと考えられます。そう
しますと、例えば県の検診
の担当者、あるいは成人病

険性のある人たち、その人

がんというのは、私ども
の体の中にいつ発生したか
わからないで発生し進んで
いく病気です。したがって

たとき、体の中にがんはあ
るけれども、要するに命に
は直接関係がなかったとい
うようながんがあります。

検診協議会の担当者、ある
いは実際に検診を担当され

そのがんの発生と進展、死

これを私どもは「天寿がん」

地域に住んでいる人たち全
員をきちんと把握して、そ
の人たちにきちんと受診を
勧奨するということが大事
ですが、これはいずれも最

亡とこの検診の関係をよく
考えて、有効な検診を導入
するということがとても大
事です。
そういう意味で、子宮頸
がんというのは、がん検診

と言っておりますが、天寿
を全うしたとき体の中にが
んがあったと。前立腺がん
の一部とか、甲状腺がんの
一部はこれに相当するかも
しれません。

の非常にいいモデルという
ことで世界的にも広く行わ

精度管理が重要

れているということでありま
すが、このがんの自然死と
検診の関係―これは東北

「がん検診の質の管理」
ということがあります。こ
れは精度管理ということが

る保健師の方を集めて、年
に１〜２回研修を行うと
か、そういう地道な努力が

たちの受診率を上げるとい
うことが大事で、それは受
診者管理が出発点になる。
つまり、ある年齢層である

必要になってきます。
それから、県の成人病検
診協議会の精度管理が必ず
しもできていなくて、これ

終的にはお金の問題になっ
ていきます。

はその質の管理をきちんと
世の中に公表すると。皆さ

会を今ずっと続けておりま
して、2004年３月に、ま

んどなたでもどういう状況
にあるかということがわか
るようにするということが
とても大事だと思います。

ず女性がんに対して結論を
出しました。これは当時新

それから事業評価といい

国、厚生労働省は、がん
検診のあり方に関する検討

聞で乳がんの発見がおくれ
たという患者さんの投書か
らスタートしてキャンペー

大学の久道茂先生が本に書
いておられたお考えを中心
に、少し修正しながらご紹
介していますが、検診が有
効ながんというのは、がん

あって、英語で言うクオリ
ティー・アシュアランス
（Quality Assurance）と
いう考え方があります。特
にがん検診の対象を一定の

まして、検診の中身をきち
んと評価する。いま費用の
安い機関に検診が丸投げさ
れるという大きな問題が起
きています。検診機関ごと

ンが張られて、乳がん検診

が体の中にできてから臨床
的に病院で見つかるまでの
間に、つまり早期発見がで
きるこの間に検診で介入す
るというのが非常に向いて

年齢層に絞り込む。例えば
50歳から65歳とか70歳と
か、そういうふうに絞り込
んで、検診対象者の網羅的
な名簿を作成する。これは

の精度を市町村が本当は公
表すると、こういう精度の
悪い機関に検診をゆだねて
はいけないということが明
らかになってまいります。

になりました。これは従来、
視診と触診が中心で我が国
のがん検診は進められてい
ましたが、マンモグラフィ
を導入することによって、

いると。検診に向かないが

ある地域に住んでおられる

んの代表、がんが体の中に
できてから症状が出るまで

方で、これだけの年齢層の
人たちの名簿を全部つくる

の間がすごく短い、こうい
うものはなかなか検診が役

と。受診者管理といいます
が、数値目標を掲げて、達

Ｘ線の検査で乳がんを早期
発見するというかなり根本
的な方針の変換です。それ
から、40歳以上を対象と
すると。我が国の乳がんの

に立たない。膵臓がんなど、

成していないところは監査

これがきちんと貫徹される
と検診の質がずっと上がっ
てくるはずで、今後この部
分は非常に大事な課題にな
ろうかと思います。
それから、有効性評価の

残念ながら現状ではその代
表になろうかと思います。
それから検診が必ずしも
必要でないがんは二通りあ
って、一つは、症状が出て

するということが本当は必
要なんです。つまりこれだ
けの人がいて、その人たち
の何％以上が受けるべきだ

ためのガイドラインという
のが厚生労働省の研究班で
進められていて、大腸が
ん・胃がん・肺がんが大体
終了したということであり

です。
ただし、
そのちょっと
手前の30歳代でもがんは
出てきますが、30歳代に
関しては、引き続き調査研
究が必要であるということ

から亡くなるまでの間が非

が実施できていないところ

常に長い、そうしたら症状
が出てから病院においでに

では、なぜそうなのかとい
うことをきちんと調査して
指導するというぐらいのこ

ます。
がん検診の質の管理の続
きですが、精度管理が重要
で、
それから受診率の向上、

で、これはまだちょっと国
の検診の対象に絞り込むに
はデータが不十分であると
いう当時の状態であります。

なって、それでも十分対応

という予定を立てて、それ

に関してはかなり集中的な
議論の結果、マンモグラフ
ィを原則にして、当分の間
触診も併用するということ

一番数が多い層は40歳代
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それから、検診は２年に
一度でいいだろうと。毎年
受ける必要は必ずしもない
という結論にいたしました。

月に出しました。スクリー
ニング検査に関する提言と
してはＸ線検査によると。
いま内視鏡検査が非常に盛

を受診する人たちを対象に
した医療と、無症状の人に
対して「がんがあるかもし
れないから、検診を受けて

ばこういう男性がなりやす
いがん、女性がなりやすい
がんを複数で、現在の私ど
もの持っている最もすぐれ

女性がんのもう一つの代
表で、子宮頸がんは若い人
の間にどんどん広がってい
ると。これは必ずしも世の
中では認識されていないか

んに行われていますが、実
際に内視鏡検査で早期の胃
がんが見つかることは確か
に多いですが、それで本当
に死亡率が下がるかどうか

早く見つけて治療しましょ
う」ということは根本的に
対応は違います。というこ
とで、がん検診を提供する
側の責任は非常に大きいと

た方法を組み合わせて一生

もしれませんが、専門家の
間では非常に大きな問題に
なっておりまして、20歳
以上で２年に一度の検診

という証拠がないものです
から、胃内視鏡検査につい
ては、死亡率減少効果とい
う観点から研究を行ってデ

いうことがあります。
国立がんセンターは設立

と、これも従来、年に一度

ータを集める必要がある

体0.1％ぐらい見つかって、
例えば五つの臓器、
六つの
臓器を調べたら、例えば
0 . 1 掛ける５とか６で、0 . 6
〜0.7％、
最大でも１％ぐら

ということでありました
が、２年に一度といたしま
した。それから、子宮体が
んに関しては症状があった
ら、
例えば出血があるとか、
おりものがあるとか、そう

と。このデータが出てきた
場合に、二重造影のレント
ゲン検査と比較をして、い
ずれ例えば内視鏡検査が代
わりになるかもしれません
が、現状ではそこに踏み切

んに関連する人材研修を一
生懸命やってまいりまし
た。この間、研究所ではが
んの予防や検診に関する基

いではないかという予測を
していましたら、実にこの

礎研究では非常にすぐれた
多くの成果を上げてきまし

体５％です。５％というこ
とは20人に１人。
全く健康

いう症状のある状態の人、
あるいは危険性の非常に高

るだけのデータがないとい
うことです。対象者は40

で社会で一生懸命働いてい
る人たちの中に、
20人に１

い方に関しては、医療機関
を受診する。つまり検診で
はなくて病院を受診してい

歳以上で、受診間隔は年１
回。精密検査は、これはレ
ントゲン検査で引っかけ

たけれども、人を対象にし
たがんの予防や検診の研究
はほとんどされてこなかっ
たということがありまし

ただくことを勧めると。
それから、このがん検診
の見直しの２番目、大腸が
んに関しては、2005年２
月にまとめられまして、ス

て、内視鏡検査で精密検査
を行うという整理です。

クリーニング検査に関して
は、免疫法による便潜血反
応という大便の中に出血、

て、つまり国の方策として
展開するには、膨大な経費
と人的・物的資源を必要と

特に人間の血液が入ってい
るかどうかを高感度に検出

されてから45年になりま
すが、過去長い間がんの診
療とがんの基礎研究と、が

て、2004年から、国立が

懸命調べたら、一体どのぐ
らいのがんが見つかるかと
いうことを大きな柱にして
いますが、一つのがんが大

初年度１年間の受診結果と
しては、計算をしますと大

人がんが見つかるというの
は、非常に私たちにとって
も大きな驚きでありました。

んセンターの中の築地のキ
ャンパスの一番古い建物を
改修して、がん予防・検診
研究センターというものを
オープンいたしました。

は、リスク別の検診、つま
り、あるがんになる危険性
が高い人と低い人を分けて
どういう検診をすると検診

します。平成10年に一般
財源化が行われる前の

そのがん予防・検診研究
センターがオープンして、
2004年２月から2005年１
月までの１年間に、実はこ
れだけのがんが見つかりま

の効率が図れるだろうとい
うこと、それから何といっ
ても検査を受ける人たちの
負担を減らすという意味で
は、新しい腫瘍マーカーを

する方法が使われていま
す。対象者は40歳以上で
年に１回、対象年齢と検診
間隔についてはさらに情報
を集める必要があるという
ことでありますが、これで

1997年度の検診に要する
国が出していたお金は、総
額522億円と言われていま
す。つまり、非常に大きな
お金がかかる。しかも、こ
れまでお話ししてきました

した。約4000人弱の全く
健康な、女性は40歳以上、
男性は50歳以上の人たち
で、社会で元気に働いてい
る人たちを受け入れて、実
に200人弱のがんが見つか

開発するということがとて
も大事だろうと思います。
通常、私どもは症状が出
て病院に参りますが、その
際に的確な診断をし治療を

もし便の潜血反応で血液が
出ているということになり
ましたら、精密検査として
は、大腸全体を内視鏡で検
査するのが一番いいという

ように、がん検診というの

のではなくて、つまり病気
の人たちを対象にするので

った。率でいくと約5％に
あたります。例えば胃がん
ですと35人、0.9％。普通、
胃がんの集団検診ですと
0.1％の発見率です。大腸

開されることによってがん
が治ってしまうことが理想
です。どうしても治すこと
ができない場合には、緩和
医療を進め、残された人生

ことになっております。
それから、がん検診のあ
り方の検討の３で胃がん検
診です。これは2007年３

はなくて、健康な、無症状
な人たちに検診を受けまし
ょうと働きかけをして促す
制度です。ですから、病院

がんなどもそうです。
そうすると1000人に１人
ですが、私どもはこれをス
タートするに際して、例え

をきちんと尊厳を持った生
き方をしていただくケアを
するということが大事にな
っていきます。

行政検診の経費
がん検診を行政検診とし

は、症状があって病院を受
診する人たちを対象にする

これからの課題として

するという、がん診療が展
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検診で早期発見がなぜ重
要かということを二つお話
ししますが、これは医療経
済上も大きな問題をはらん

性の大腸がんの患者さんは
たくさんおられますし、こ
ういう治療費がどんどん増
えていきますと、非常に大

けた場合と進行がんで見つ
けた場合の患者さんの負担、
それは肉体的・精神的なも
のだけじゃなくて、社会的

て、協会は公益事業団体と
してその機能の一部を割い
て本事業を行うという考え
方で、がんの専門の研究者

でいるからです。例えば進
行性の大腸がんの化学療
法、抗がん剤による治療、
これは随分進歩してまいり
まして、かつては平均生存

きなお金になってくる。そ
れでアバスチンが有効であ
るということになりますと、
ほかの薬との組み合わせと
か、次々に治療が進歩して

な、特に医療経済的な面で

とか医療従事者、一般市民

も大きな違いが出てきます。
２番目は情報発信という

向けの発表会とか情報提供
の機会を設けている。それ

お話をさせていただきます。
さて、がん対策情報セン

から、研修会とか講習会を
開いて、そのための平成

期間がわずか８カ月だった
のが、今はいろいろな治療
ができてきたために20カ
月まで延びてきた。これ自

いきますから、医療費がそ
れと同時にずっと大きくな

ターというのは、国立がん
センターに昨年10月にオー
プンしました。この中でい
ろいろな仕事をしておりま
すが、その中でがん医療情

19年度の予算として8600
万円を国からいただいて、
このためにさまざまな事業
を展開しているということ
です。こういう観点でも日

体大変すばらしいことだと

っていくということで、医
療経済上非常に大きな問題
が出てまいります。

思いますが、ただ残念なが
らこれで治るという誤解が
あって、新しい抗がん剤の
治療に対して過剰な期待を
持つ方がかなり多い。海外
で承認されていて日本で承

もう一つ、進行乳がんを
医療費の面から見てみます
と、これは愛知県がんセン
ターの2005年の統計をお

報提供機能についてご紹介
したいと思います。つまり

本対がん協会は貢献してい
るということかと思います。

がん医療における情報とい
うのは非常に重要であると

がん医療均てん化

借りしたものですが、非浸
潤がん、つまり早期に乳が

いうことが、がんの患者さ
ん、あるいは家族から強く

認されていない薬を求め
て、いろいろなところを動

んを見つけた場合には、10
日以内の簡単な手術で、し
かもそれも例えば乳房温存
手術で済ますことができる

寄せられていて、それにこ
たえる形で、国立がんセン

き回るということで、
「が
ん難民」といった言葉まで
出てきているわけです。

といった可能性がありま

ターはこういう形で取り組
んでいるということのご紹
介です。

それから、がん医療水準
均てん化の推進に関する検
討会というのが国で設けら
れて、その報告書が出まし
た。この「均てん化」とい
うのは、雨露が等しく大地
を潤すというような言葉か

いま複数の抗がん剤を組
み合わせた治療として、最
も強力な進行大腸がんの化
学療法の組み合わせとして
フォルフォックス
（FOLFOX）

す。早く見つけると治療費
も65万円ぐらいで、生存
率はほとんど100％。つま
り、乳房を残せてがんも治
って、あっという間に安い

コンピューターのホームペ
ージを開いてみますと、特
に「がんについて学ぶ」と
か、
「がんを予防する」と

といわれる治療がありま
す。これは１回に約22万
円お金がかかって、週に１

あります。これはこちらへ
書き出しますと、
「がんに
ついて学ぶ」
「がんを予防
する」というところをそれ
ぞれクリックしますと、ど

っても一定レベル以上のが
ん診療を受けられるという

回ずつこういう治療を少な
くとも６〜７回は繰り返す。

医療費で治るということで
ありますが、これが浸潤が
ん、特にリンパ節転移のあ
るような状態でがんが見つ
かりますと、乳房を全部取

そうするとそれだけでたち
まち数百万になりますし、
さらにアバスチンという新
しい血管新生阻害剤という
新しい薬が承認されまし
た。これが入ってきますと、

らなくちゃいけないかもし
れない。手術そのものは10
日ぐらいで済むでしょうけ
れども、その後例えば５年
ぐらいにわたって、抗がん
剤の治療をずっと続けてい

んどん詳しい情報が出てき
ます。ここに入っている情
報全部をインターネットな
ど使いにくいお年寄りのた
めにプリントアウトする

てずっとこういう検討が進
められてきました。そして
その結果として報告書がま
とめられて、がんの早期発
見にかかわる体制の充実と
いうことが、その中に書き

フォルフォックスと合わせ
ますと月に150万円ぐらい
のお金がかかります。もち
ろん個人の負担は３割負担
でしかも上限がありますか

かなくちゃいけない。そう
すると医療費は平均で340
万、がんの状況によってハ
ーセプチンとか新しい薬を
導入していくと、へたをす

ーが10冊分ぐらい、この
中に入っています。
それから、日本対がん協
会は、厚生労働省の補助金
事業を受けるようになりま

込まれています。
そして、がん検診体制の

ら、個人の負担はそれほど
すさまじいものにはなりま
せんけれども、国の医療費
全体としてみますと、進行

ると数千万のお金になる。
それでもがんを治せなく
て亡くなってしまうという
ことになって、早期に見つ

した。がん臨床研究推進事
業に関連した補助金を受け
入れて、平成18年度から
補助金事業として受け入れ

今後の課題としては、全国
どこに住んでいても精度の
高いがん検診を受けられる
体制を整える必要があっ

一般向けの情報、これは

と、このぐらいのバインダ

ら来ているのだそうですけ
れども、日本中にいま進ん
だがん医療があまねく展開
されるということによっ
て、日本中どこでがんにな

ことを目指すということで
ありますが、平成17年４
月に、この均てん化に向け

現状、受診率が低い、それ
から一般医の資質を向上さ
せることが必要であると。
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て、検診後の精密検査のた
め、専門医療機関との連携
が必要であると。それから
研修の強化、診療技術情報

当面考えなければいけない
相手はアメリカ対がん協会
だと思います。ＡＣＳと略
されています。1913年に

が、いろいろな一般の人た
ちが少しお金を出して参加
して、がんで命を失わない
ようにしようというキャン

ん対策推進協議会という章
がありまして、その20条
に、
「
（この推進）協議会は、
委員20人以内で組織する」

の提供ということで、言っ
てみればがん検診に関して

設立され、本部がジョージ
ア州のアトランタにありま
す。
2001年にACSはGlobal
Cancer Controlというこ
とを一番大事なこととして

ペーンで、例えば運動場の
中を順番にリレーをしなが
ら散歩する、歩くというよ
うな活動を全世界的に展開
していて、現在世界20カ

と。普通こういう推進協議

国際協力についてお話を
します。なぜ国際協力が日
本対がん協会にとってこれ
から重要かと申しますと、
がんは全世界的な問題だか

掲げていて、その中身は
Empowering People、
要す
るに人々を力づけ、勇気づ
け、
そしてInspiring Hope、

国で行っていると。我が国
でもこれを昨年、第１回を

この法律の特徴は、その委
員の中に「がん患者、及び
その家族又は遺族を代表す
る者」を含めて、厚生労働
大臣が委員として任命する

らです。我が国では、年間

行います。
アメリカ対がん協会と日
本対がん協会の活動という
のは非常に密接な関係があ

んだということが書かれて
いたということです。

りますし、さらに加えて、
アジア、特に韓国、あるい

の４月から施行されました

男性の２人に１人、女性の

を吹き込んで、
それでGlobal
Fight Against Cancer、
がんに負けないために全世
界が力を合わせてがんと対
決していく、がん征圧に向
けて努力するということを

３人に１人ががんになると
いうことで、がんは本当に

合言葉に、アメリカ対がん
協会は努力するんだと。

私どもだれにとっても身近
な病気です。一方、全世界
的に見てみますと、年間に

このアメリカ対がん協会
に関しては、現在日本対が
ん協会の事務局長をしてい

はタイなどのいろんな国と
の対がん協会との連携もこ
れから大事だと思います。
がん対策基本法というの

1000万人ぐらいの人がが
んと診断されていると考え
られています。毎年600万
人ぐらいががんで亡くなっ
ている。2200万人ぐらい

る関戸さんが、2004年に
訪問したときの報告では総
収入が910億円だったと。
うち寄附金680億円、その
３分の２は個人からの寄附

衆議院本会議で可決成立し
ました。ただしこれは議員
立法という形で、議員が持
ち出した法律ということで
す。がん対策に関して基本

で、国の基本計画を取りま

の人ががんの治療を受けて
いる、あるいはかつてがん
と診断された人だと考えら
れています。したがって
W H O とかI A R Ｃ とか

で、
１人平均60ドル、
7200
円ぐらいの寄附で、それで
浅く広く膨大な寄附を集め
ているということです。今
回、私が伺いましたところ

理念を定めて、国、地方公
共団体、医療保険者、国民、
あるいは医師等の責務を明
らかにし、がん対策を総合
的かつ計画的に推進する根

患者、家族、遺族の代表が
４名加わっておられて、こ
の人たちは非常に積極的に
発言をされました。

UICCとか、さまざまな国
際機関ががんを最優先の課
題として取り組んでいると
いうことがあります。

で最新情報では年間1200
億円の寄附を集めていると
いうことです。ものすごい
お金です。ACSというの
は米国民の３分の２に認知
されている。これに比べる

拠が得られたという意味
で、これは大変重要なこと
だと考えています。
ここ数年、我が国のがん
医療の地域間格差や医療機
関格差、あるいはそういう

画を本年度中にまとめると
いう作業が進められていま

米国の場合、国立がん研
究所というのは国のがん研
究の総本山ですが、それに
非常に密接な関連をする形
で、アメリカ対がん協会が

とやはり日本対がん協会と
いうのは皆さんに残念なが
ら十分知られていないとい
うことがあります。
それからこのお金を集め

問題に対する患者さんや家
族、あるいは国民の要望が
非常に強まってきて、そう
いう声を背景にしてついに
こういう法律が実現したと

すが、これが取りまとめら
れると、形としては我が国
のがん対策が国全体を挙げ
て進められるということに
なります。このがん対策基

あります。したがって、こ
れは非常に積極的な活動を

ることに関して、リレー・
フォー・ライフ、命のリレ
ーと言うんでしょうか、が
んの患者さんもそうです

いうことで、私は大変喜ん
でいます。
この法律の中で非常に特
徴的なことは、第４章にが

本計画の中身で、全体目標
として大きな目標が二つあ

も均てん化が必要であると
いった報告書がまとめられ
ています。

32万人ががんで亡くなって
いる。亡くなる人の３人に
１人であり、がんになる人
という観点からしますと、

アメリカ対がん協会

しておりますので、日本対
がん協力の国際協力の上で

がんに負けないような希望

筑波大学のグラウンドを借
りて始めまして、今年第２
回を兵庫県芦屋市と東京で

は、平成18年６月16日に

会の委員というのは、がん
医療に従事するもの、並び
に学識経験のあるもので構
成されるのでありますが、

このがん対策推進協議会
は、がん対策基本計画がこ
ので、ただちに厚生労働大
臣は18名の委員を指名し
て、がん対策推進協議会を
発足させました。それが４
月５日に第１回会合が開か
れて、５月30日の第５回
とめるという作業を進めま
した。私はこの協議会の会
長を務めさせられました
が、この委員18名のうち

患者の苦痛軽減
現在、都道府県の基本計

す。大分県でもそれが進め
られていると聞いておりま

って、一つは、がんによる
死亡率の減少、今後10年
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以内に75歳未満の年齢調
整死亡率の20％減少、平
たく言って、75歳以下の
がんで亡くなる方を20％

りまとめて、いま我が国で
はどのがんがどのぐらい発
生しているかと。それから
こういうデータをきちんと

2 0 0 6 年４月に発足して、
現在３回線で看護師とソー
シャルワーカー３人体制で
応じていると。2007年度

味で非常に大事になってく
ると思います。それから
2008年度末には、がん検
診白書を出そうというふう

減らしましょうということ
です。それからもう一つは、
すべてのがん患者及びその
家族の苦痛の軽減、並びに
療養生活の質の維持の向上

把握することによって、今
後の予測とか、行政的な政
策課題を決めていくという
ことが非常に重要であると
いうことになります。

中に、これを４回線にして

線にしてと、こういうふう
にだんだんと拡充しようと

に思っていますし、やはり
財政基盤がしっかりしてい
ないと活動がダイナミック
に展開できませんから、企
業とか個人を対象にした新

ということです。これは数
値目標ではありませんが、
最初事務局が用意した文章
は、
「すべてのがん患者の

いま申し上げてきたがん
対策推進基本計画の全体像

しています。
それから本部での医師に
よる面接相談も行われてい
て、こういう全体の予算に
対して年間予算は当初200

しい手法を導入して、
2007
年には１億8000万、2008
年には２億8000万の目標
を掲げて寄付をいただく。
多分これは実現するだろう
というめどが立っています。
今後、これからの日本対
がん協会は、厚生労働省、
国立がんセンターと密接に
連携しながら、民の立場で

苦痛の軽減」ということだ

を模式図で示しますと、全
体目標としては、がんの死
亡者の減少と、すべてのが

相談員を７〜８人に増や
し、2008年度中には10回

ったんですが、患者さんや
家族の代表、あるいはほか
の委員からも繰り返し発言
があって、がんの患者さん
はもちろん大変ですけれど
も、同時に家族も同じよう

ん患者・家族のQOLの向
上の二つでありますが、こ
れを実現するために重点的
に取り組む課題としては、

万だったのが、厚生労働省
からの補助金も来て3600

いま申し上げた医療従事者
の育成と、それから早い段

の医療現場では医師が非常
に忙しいですから、十分な

に大変なんだということ
で、ぜひ家族を入れてくれ

階からの緩和ケアとがん登
録の推進ということがあり
ます。それ以外に、がんの
検診、これは今後５年以内

説明を聞くことができない
というときに、そういうこ

ということで、
「すべての
がん患者及びその家族」と
いうことで、これを入れる

に受診率50％を達成する

万ぐらいふえているという
ことです。そうすると、今

とに対して補足説明を求め
て患者さんや家族が見え
て、私自身も月一遍こうい

患者・家族支援を進める。
だから、検診ももちろん重
要ですが、患者、家族支援
を進める、かなり広範な事
業を行っていく必要があり
ます。そのためには財政基

ことが委員全員の賛成を得
られて、そのように修文い
たしました。
そのために重点的に取り
組むべき課題としては、放

という大きな課題が数値目
標として挙げられています。
それからがん予防、ここで
は喫煙率を半減するという
ことが数値目標で上げるこ

った相対の相談に応じてい
ますが、１家族30分の話
をじっくりお聞きしてお話
しすると、中には涙を流し
ながらお帰りいただくよう

盤を確立する必要がありま
すし、昨日、朝日新聞の秋
山社長は、朝日新聞も今後
ますますの貢献をしていき
たいというお話をされ、大

射線療法や化学療法の推進
とその専門医等の育成。治
療の早い段階から緩和ケア

とが委員の間では完全に一
致したのでありますが、そ
れを挙げると、ほかの省庁
の反対があって閣議決定さ
れないという強い情報が入

なこともあって、大変重要
な作業だと私自身も考えて
います。それから本部での
医師による電話相談も始め
ました。それからパンフレ

変力強いごあいさつをいた
だいています。それから、
がん検診のあり方の抜本的
見直しが必要だと思います
し、情報発信、人材育成、

んの実態把握をきちんと進
めていく。これが進まない
と、
例えば10年以内に20％
死亡率を下げるといって
も、それがうまくいったか
どうかも評価できないとい

ってきまして、残念ながら
これは数値目標として上げ
ることはできませんでした。

ットを刊行するといったこ
とも進めております。
あと受診率向上委員会
で、どうやって受診率を向
上するかと。昨日この対が

特に情報発信に関してはコ

もう一度、日本対がん協

ん協会に関連する人たちの

うことになりますから、が
ん登録というのは非常に重
要だと考えます。特にいま
個人情報保護法という法律
が世の中に走っています

会の活動に戻りまして、が
ん対策基本法ができ、がん
対策基本計画が進められて
いるこの中で、日本対がん
協会は来年創立50周年を

シンポジウムが開かれまし
たけれども、その中でやは
り日本対がん協会は独自の
政策目標を掲げるべきだと
いう強い主張もいただきま

から国際協力も進めていく
ということです。
ですから、これから日本
対がん協会がやらなくては
いけないことは山ほどあり
ますが、新しい会長として

が、がんになった方のすべ
ての情報を個人情報を全部
消し去って、がんであると
いうその情報をきちんと取

迎えます。それに向けてア
クションプランをずっと練

して、ぜひそれを実行して
いこうと考えていますが、
こういう向上委員会での結
論というのは、そういう意

私も全力を挙げてまいりた
いと思いますが、ぜひ皆様
方のご支援をいただきたい
と思います。

をきちんと実施する。それ
からがん登録といって、が

協会創立50周年

ってきていますが、がん相
談ホットラインというのを

ールセンターの充実という
ことが当面、日本対がん協
会に強く求められていると
いうふうに思います。それ
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がん征圧スローガン
の入選者、福井県健
康管理協会の田中正
樹氏。

支部永年勤続者を代
表して表彰を受ける
大分県地域保健支援
センターの小玉哲宏
氏。
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全国から1000人が参加したがん征圧全国大会。あいさつするのは垣添忠生・対がん協会会長
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大分アピールを元気よく発表する小野君
子さん。

全国支部長会議で講演する朝日がん大賞
受賞者の森山紀之氏。

