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３面 オンライン募金スタート

財団法人 日本対がん協会
〒１０４−００６１ 東京都中央区銀座６−６−７ 朝日ビル内
蕁（０３）
３５７
１−５２０
３ http://www.jcancer.jp/

主
な ５面 昨年のホットライン相談933件
内 ６面 支部、今年の課題㊥
容
７面 がん情報めぐり市民公開講座

１
７年度の受診者１１２７万人
対がん協会支部のがん検診実施状況

前年比−５
１万人、
２年連続の減少
日本対がん協会の各支部
による平成17年度（2005
年度）のがん検診受診者数
は延べ1127万3126人で、
前年16年度に比べ51万53
人、4.33％のマイナスとな
った。昭和35（ 1960）
年に
支部検診が始まってからの
受診者累計は、２億5042
万1936人となった。
部位別に見ると、10部
位のうち前年度に比べて増
加したのは肺、大腸、肝胆
膵腎と前立腺の４部位。他
の胃、子宮頸部､子宮体部､
乳房、甲状腺、神経芽細胞
腫の６部位が減少した。前

たが、17年度は実施支部

年度は乳房と前立腺の２つ
が増加しただけだった。神
経芽細胞腫は、厚労省検討
会の「休止が適切」提言後、
前年度は２支部の実施だっ

が無くなった。
んと乳がんは、いずれも
減少数が大きいのは子宮 「２年に１度」の検診ガイ
頚がんで23万9316人、次
ドラインの影響が現れた形
いで乳がんの14万5806人、 だ。
胃がん10万4345人、とそれ
減少率では、神経芽細胞

がんホットライン

０
３−６２
１５−７
０６０

日本対がん協会は、がんの不安や生活の悩みの相
談に看護師やソーシャルワーカーが電話で応じる
「がんホットライン」を開設しています。火〜金曜
の午後１時半から４時半まで。予約は不要です。
このほか医師による面接や電話の無料相談もして
います。こちらは予約制です。申込や詳細のお問い
合わせは電話03-3571-5203へ。
●寄付のお願い ホットラインなどの活動を一層
充実させるため皆様の寄付を募っています。

ぞれ減っている。子宮頸が

腫の100％減を除くと、甲
状腺がん−27.89％、子宮
体がん−21.56％と目立ち、
子宮頸がん、乳がんも１割
以上の減り方だった。
（４面に支部別の実績）
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新年度がん対策212億円

研究リーダーに
大内氏と江口氏

前倒し今年度補正も15億円

がん対策戦略研究
厚生労働省が進める平成
18年度第３次対がん総合
戦略研究事業（がん対策の
ための戦略研究）の研究リ
ーダー選考分科会は昨年
12月27日、東京都千代田
区内で開催され、２つの課
題に各１人の研究リーダー
が決まった。
戦略研究リーダーに決ま
ったのは、【研究課題１】
の「乳がん検診における超
音波検査の有効性を検証す
るためのランダム化比較試
験」
が東北大学大学院医学
系研究科外科病態学講座腫
瘍外科学分野の大内憲明教
授、
【研究課題２】の
「緩和
ケアプログラムによる地域
介入研究」
が東海大学大学
院医学研究科医科学専攻
呼吸器内科学の江口研二教
授。

国の平成19年度予算案
が昨年末に決まり、がん対
策関係は総額212億円とな
った。概算要求額303億円

年度当初45億円）で、先
ず効果的で質の高いがん検
診の普及として６億8000
万円を計上し、がん検診の

踏まえた事業などの支援に
15億円、昨年10月に国立
がんセンターに設置された
「がん対策情報センター」

には及ばなかったが、前年

精度管理を向上させるため
のデータベースを構築する
ほか、マンモグラフィによ
る乳がん検診についてはコ
ンピューター診断システム

を中心とする情報収集提供

の補正予算案で15億円が
計上されており、これを含
めると前年度当初比では４
割を超す増加となる。
がん対策予算は①がん予

導入や遠隔診断モデル事業

ケア推進のため支援センタ
ー設置や医療従事者研修な
どに２億1000万円、新規
事業として緩和ケアの質の
向上及び医療用麻薬の適正

防・早期発見の推進②がん
医療水準均てん化の促進と
情報収集提供体制の整備③
がんの在宅療養・緩和ケア
の充実④がんに関する研究
の推進及び医療技術の開発

や小冊子による啓発や肝が
ん予防に関しウイルス性肝
炎の研究を推進する。
②は90億円（31億円）
で、がん診療連携拠点病院
の機能強化と診療連携の推

使用の推進に２億5000万
円、となっている。
④は87億円（83億円）
で、がんに関する総合的な
研究を推進するとともに、
予防、診断、治療等に係わ

振興の４つの柱からなる。
①は予算額30億円（前

進に54億円、都道府県が
新たに実施する地域特性を

る技術の向上などの研究成
果を普及、活用する。

度当初予算161億円に比べ
31.7％増の高い伸び率とな
った。がん対策基本法の成
立を背景に、さらに今年度

などの支援や検診従事者の
研修も実施する。また、が
ん予防の推進と普及啓発
24億円ではパンフレット

体制の整備に17億円が当
てられている。
③は４億6000万円（２
億4000万円）で在宅緩和

受診者減少傾向など論議
日本対がん協会の九州・
沖縄各県支部ブロック会議
が１月18日、長崎市で開
かれ、協会本部と支部から

合おう」と述べた。
続いて、日本対がん協会

約35人が出席した。昨年
秋から全国各地で行われた
平成18年度のブロック会
議はこれですべて終わった。

年になるだろう。しかし、
４月に施行されるがん対策
基本法は、受診率向上や検
診の質の向上をうたってお
り、われわれの事業展開の
大きな拠りどころになる。

会議の冒頭、開催県とし
てあいさつに立った長崎県
支部の村下晃・常務理事は

の関戸衛・常務理事が「公
益法人改革も控え、忙しい

九州・沖縄
ブロック会議

理協議会の意見で年に一回
実施したことから逆に増加
傾向がみえてきたと事例が
紹介された。
本来は自治体が担当すべ
き業務を検診機関に頼む委
託業務は拡大しているが、
有料、無料と地域差がでた。
検診１回ごとの受診者数に
も話がおよび、仕様書記載

医療制度改革では、将来
を見越して保健師・管理栄
養士などを近く採用する計
画を具体的に立てている支
部がある一方、大半は戸惑
いを持っている。また、公
益法人改革では、改革の青
写真がまだでていない現在
は、改革に関心を持ちなが
ら、公益性や収益性、評議
員会のあり方など変更点の
確認や勉強に取り組む必要
性が話し合われた。

「われわれの検診事業は存
亡の危機といっても過言で
はない。ここ数年は受診者
数、収入ともに減少し、そ

ビジネスチャンスとして生
かしていきたい」とあいさ
つした。
子宮がん、乳がんが隔年
検診に移行した影響につい

にないことがあったときの
対応や、他業者との競合、
入札の程度によってマンモ
１方向の場合で3000円前
後から4000円前後まで幅

検診医師の確保は共通し
た悩みの一つで、とくに長
年続いている地元大学の医
学部からの派遣が厳しくな

の上平成20年度に予定さ
れている医療制度の改革準
備に追われている。この会

て、市町村の合併が輪をか
けて受診者数が減少傾向に
あるとの意見が多く出た一

があったり、自治体と最低
補償制度ができるかどうか
話し合ったりしているなど

議でみなさんと知恵を出し

方で、県成人病検診指導管

検診の実態が議論された。

の高齢化などが話し合わ
れ、読影医への謝礼など細
かなデータもやり取りされ
た。

っている実情や、嘱託医師
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オンライン募金がスタート
対がん
協会

クレジットカードで簡便に

日本対がん協会は１月
15日から、ホームページ
からクレジットカードで寄
付してもらう「オンライン
募金」をスタートさせた。

りやすく紹介しながら、が
ん征圧活動への支援を呼び
かけている。いまのところ
大手のクレジットカード５
種類が利用できる。

送金や振込みといった手続
きなしに、簡便にインター
ネットで募金してもらう形
で、幅広い支援を期待して
いる。

新聞広告を毎週掲載
寄付や相談呼びかけ
日本対がん協会は寄付へ
の協力や生活電話相談「が
んホットライン」の利用を

トップページに「オンラ
イン募金はこちら クレジ
ットカードですぐ募金がで
きます」という案内ボタン
を用意、クリックするとオ

呼びかけるため、１月から
朝日新聞全国版の生活面

ンライン募金のページにい

ンライン募金スタートに向
けて14日の日曜日付けだ
ったが、その後は原則とし
て毎週木曜日付けで、３月
末まで計13回掲載する予
定。

ける。このページでは、募
金がどのように役立てられ
るかを、患者サポートや研
究助成、検診設備整備など
これまでの活動状況をわか

に、毎週1回小型広告を掲
載している。
第１回は15日からのオ

日本対がん協会ホームページで１月からスタートしたオン
ライン募金を呼びかけるページ

昨年のがん死亡者
32万9000人と推計

態人
統口
計動

厚生労働省はこのほど、
2006年の人口動態統計の
推計を発表した。それによ
ると死亡者総数は 1 0 9 万
2000人で、05年の108万
3796人より約8000人増と
推計されている。そのうち、
がんによる死亡者は32万
9000人と推計され、依然
として３大死因のトップを
占めている。２位の心疾患
は17万7000人、３位の脳
血管疾患は13万人と推計
されている。05年のがん
による死亡者は32万5941
人だったので、約３千人余
増えることになる。

１月14日付けの朝日新聞全国版の生活面に掲載された日
本対がん協会の小型広告

この年間推計の数値は人
口動態統計速報の同年１月
〜10月分までと同統計月
報（概数）の１月〜７月分

までを基礎資料として推計
されたもの。
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ホットライン、昨年は933件

日本対がん協会賞の
小山名誉総長が講演

今年から相談スタッフ増員

「がん検診：あなたの癌

日本対がん協会の無料の
電話生活相談「がんホット
ライン」は、昨年末までの
135日間で933件の相談に
応じた。１日平均では6.9
件になる。
相談件数が最も多かった
のは10月で197件、１日平
均12.3件。イベントなどで
ホットラインの案内を拡充
した効果が現れ、その後も

人以外では妻116人、娘95
人が多く、夫は37人、息
子は 2 7 人となっている。
このほか、兄弟姉妹は29
人、父母は22人。

はここまで治る（肺癌・乳
癌・子宮癌）
」
というテーマ
のシンポジウムが４月１
日、大阪市の大阪城ホール

相談部位では乳がんが

本医学会総会（４月６日〜
８日）の市民公開講座で、
主催は日本臨床細胞学会。
乳がんの治療や検診の功績
で今年度の日本対がん協会

で開催される。第27回日

234件で最も多く、次いで
大腸がん 1 1 2 件、肺がん
106件、胃がん98件、子宮
がん65件、前立腺がん54

からは相談スタッフを増員
して対応している。

件となっている。最近は子
宮がんや血液・リンパ関係
（29件）の相談が目立つ。
相談内容では、
「診断・
治療」が384件で全体の４

相談者の内訳は女性688
人、男性239人、不明６人
で相変わらず女性が圧倒的
に多い。患者本人は507人
で半数を超えているが、本

割を占めたほか、
「不安な
ど心の問題」139件、「症
状・副作用・後遺症」106
件などが多い。また、医療
者との関係は58件だった。

100件を超える月が続いて
いた。このため、今年１月

４月に大阪でシンポ

半数の25人がＡ･Ｂ評価
神戸でマンモグラフィ講習会

賞を受賞した大阪府立成人
病センターの小山博記・名
誉総長らが講演する。

「低い受診率と精度管理の軽視」
対がん協会事務局長が問題指摘
がん対策推進の意見交換会
日本対がん協会の関戸衛
事務局長は、昨年12月20
日、厚生労働省で開かれた

動や受診勧奨に消極的にな
ったりしている実態を報告
した。また「検診を受ける

第３回がん対策推進に関す
る意見交換会（座長・垣添
忠生国立がんセンター総
長）で、日本のがん検診の
現状について「低すぎる受

ことによるメリットがな
く、実施主体にも受診者が
増えることによるプラスア
ルファがない」ことも大き
な理由とした。

診率と精度管理の軽視」が
最大の問題だとして、イン
センティブの働く検診制度
の構築と事業評価の徹底が
必要だと強調した。

精度管理については、競
争入札の導入で価格のみで
落札するケースが目立ち、
こうしたことを防ぐための
事業評価が機能していない

日本対がん協会とマンモ
グラフィ精度管理中央委員

習が行われた。講習のあと、
読影試験が行われた。最終

会主催の第13回マンモグ
ラフィ撮影技術講習会が1
月26〜28日の３日間、神
戸市の兵庫県健康財団（日
本対がん協会兵庫県支部）

日の28日は機器や画像の
管理や臨床画像評価などの
グループ講習のあと筆記試
験が行われた。

で開かれた。全国の対がん

（十分な実力を持ち、かつ

この意見交換会は、国の

ことをあげた。また、各自

協会支部などから放射線技
師ら50人が参加した。

講習会を企画でき、指導者
になれる人）は５人、Ｂ１

がん対策の参考とするため
に、幅広い観点から意見を

治体の成人病検診管理指導
協議会が指導的な役割を果

第１日の26日は、西宮
市中央病院の林田博人医師

評価（指導者にはなれない
が、技術的には十分）は14
人、Ｂ２評価（なお一層の

求めようと、がん患者や家
族、がん医療者、関係団体

たしていない点にも言及、
協議会での検討内容を公表

からヒアリングしているも

向上が欲しいが、技術的、
基礎的知識に到達してい
る）は６人で、計25人が
認定証資格を得た。
今年度はこのあと、２月

ので、日本対がん協会も対
象に選ばれた。
関戸事務局長は、受診率
が平均20％に達しない状

するなどの措置がとられて
おらず、精度管理の軽視を
招いていると指摘した。
国への提言・要望とし
て、新たな検診制度の構築

況を説明、その原因として

と、検診の質の向上のため

23日〜25日に東京都の癌
研有明病院で、第14回講

「1998年の一般財源化と自

に事業評価の実効性が確保

治体の財政難」をあげ、受
診料の個人負担分が増えた
り、自治体が検診の広報活

されるよう、都道府県や市
町村を強力に指導するよう
要望した。

と兵庫県立成人病センター
の埴岡啓介医師が乳がんの
臨床と病理について講義を
した。２日目の27日は大
阪ブレストクリニックの竹
川直哉技師や兵庫県立こど
も病院の赤坂好宣医師、宇
治病院の井本厚志技師らが
講義をしたあと、ポジショ
ニングと読影のグループ講

試験の結果は、Ａ評価

習会を予定している。
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支部、今年の課題

ＴＶやネット活用も
【北海道】札幌市、旭川市、

【石川】ミニ講演会等の積
極的な開催。医師との協力
体制の充実。

釧路市、帯広市で一般市民
対象のがん予防学級を開催
予定。要望のある市町村・
法人・団体へ講師を派遣し
講演会の実施。市町村の主

【京都】講演会を実施予定。
【鳥取】鳥取県がん征圧大
会、キャンペーンにより啓
発。
【岡山】前立腺がん、子宮

催する健康祭りへ積極的に
参加する。
【岩手】今後とも報道メデ
ィアと連携を強化して効率
的な啓発を行いたい。
【栃木】がん征圧月間キャ

がんをテーマにした対がん

知識普及

シンポジウムの開催。征圧
月間中に県大会及びシンポ
ジウムの開催。
【徳島】新しいパンフレッ
ト等の配布。

2007年2月1日

中

【佐賀】イベント等を増や

【熊本】くまもとヘルシー

す。
【長崎】前年度会費納入者
に対して対がん協会報を配
布。街頭活動として長崎市
内の路面電車に大型看板を

デイ（イベント）や催事・
セミナーにおいても、しっ
かりとがん知識の普及・啓
発を行う。

掲げて、１カ月間走行させ
る。

【沖縄】関係機関と連携し、
学校、企業等への喫煙防止
教育に取り組む。

会員の新規獲得に力
募

金

【北海道】講演会場に賛助
会受付を設置、賛助会員制
度の周知を行い新規会員を
増やす。

【京都】施設窓口の募金箱
設置。
【鳥取】現状通り。
【岡山】各種イベントにお
いて会員としての加入をお
願いする。
【徳島】募金額増加のため
の工夫。
【愛媛】前年度の実績を参
考にして、対象ジャンルの
見直しをする。

ンペーンの実施。
【群馬】詳細は未定だがキ
ャンペーンをする予定。
【千葉】がん予防展・がん
講演会・市町村健康まつり

【香川】住民への働きか
け：受診率向上対策とし
て、検診希望調査時の受診
勧奨の強化及び未受診者対
策。実施主体への働きか

【岩手】企業の社会貢献活
動にアピールし、相互に協

等にて啓発等を行う。
【神奈川】いかにして関心
を持っていただくか。ラジ
オキャンペーンやシンポジ
ウムを通じて、身近な問題

け：各がん検診の検診方法
や効果的な検診についての
説明書作成や説明会の開
催。ホームページなどによ
る働きかけ、情報提供。

賛助会員の獲得。
【神奈川】がん対策推進会
員の加入促進。
【新潟】会員数の増大。特
に一般法人会員の獲得。

として考えていただければ
と思います。

【愛媛】講演会の開催、が
ん検診チラシの積極的な配

【長野】ホームページでの
募集に加え、新聞（名刺広

【長野】パネルの貸出、展
示、がん征圧月間の街頭活

布、要精検者への受診勧奨
等。

動に加え、ＴＶによる啓発

【福岡】がん征圧の集い、

「がん読本」及びチラシ等
を送付する。
告）での呼びかけ等。
【熊本】募金額が減少しな
【石川】がん会員数増加に
いよう維持会員に、より一
向けて、ＰＲ活動の強化、 層の納付の呼びかけを文書

も実施予定。

青い鳥の刊行。

方策の検討。

で行いたい。

市町村、事業所の担当者の
関心の高いテーマを検討し、
意義の高い研修会にする。
【石川】健康づくり推進員

【福岡】職員教育研修の継
続。
【長崎】各技術スタッフの
精度管理、各市町との健診

等）に関する講習会を医
師・技師等を対象に行う。
【北海道】大学や病院等か
【神奈川】前年度に引き続
ら医師、検査技師、放射線
技師の研修生を受け入れる。 き、「細胞診従事者研修」
【岩手】公益法人の新制度 「診療放射線技師研修」を

を対象にした研修の強化、
活用。
【岡山】本部実施の研修会
に参加し、
伝達講習を行う。
【徳島】マナー向上、個人

協議会。
【熊本】研修技術向上のた
めの研修に引き続き力を注
いでいくとともに、接遇研
修等必要な研修を実施する

行い技術の向上に寄与した
いと思います。
【長野】毎年開催している、
「健診担当者研修会」を、

情報保護等の研修。
【香川】職員研修の拡充、
学会への発表参加、症例検
討会の開催。

予定。
【沖縄】中部地区での禁煙

職員のマナー向上も
研

修

へ向けた研修など将来の組
織運営に寄与する研修を充
実させたい。
【千葉】乳がん検診（マン

モグラフィ・超音波検査

力しながら募金を推し進め
たい。
【栃木】新規がん征圧運動

【福岡】目標額の達成。
【佐賀】募金額の増加。
【長崎】がん募金の趣旨に
賛同していただき、募金の
お願いをするとともに、

アドバイザー育成講習会を
予定。
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ネット使えぬ高齢者に配慮も
厚労省助成金
市民公開講座

正しいがん情報の提供とその利用

厚生労働省がん研究助成
金による市民公開講座「正
しいがん情報の提供とその
利用 」が１ 月 1 3 日 、東
京・築地の国立がんセンタ

にわかりやすく伝えるため
システムや制度を充実する
必要が強調された。一方、
患者側からは、インターネ
ットを利用できない高齢者

ーで開かれた。７人が講演

などの相談窓口やコールセ

し、がん情報の提供側から
は、患者や家族、一般国民

信頼できる情報提供

公開講座は、全国15カ

センター長
藤原康弘＝同中央病院通院
治療センター医長

ンターの整備、出版物提供
などが要求された。

た。
各講演の要旨は次の通
り。

制度化が進んでいる。日本

解決の手伝いをしている。

ビス室長
石川睦弓＝静岡がんセンタ
ー研究部長
埴岡健一＝東京大学医療政
策人材養成講座特任助教

でも個人輸入に頼るのでは
なく制度の整備が必要だ。

また、ソーシャルワーカー
などの相談者だけでなく病
院の専門医や看護師が常に
バックアップできる体制を
とり、適切な対応が取れる

「緩和ケアとは いつ 何

目指すのは、第１に信頼で
きる情報をわかりやすく伝
える、第２はがん医療の均
てん化に寄与すること。情
報提供ではインターネット

を 誰のために」的場室長
緩和ケアとは、つらくな
らないようにがんと付き合
っていくための方法。昨今
は早い時期から提供するこ

「一般市民が求めるがん情
報とは」埴岡助教授

だけでなく冊子使用にも取
り組んでいる。今後は自治
体、学会、病院、企業、Ｎ
ＰＯなど幅広くオールジャ
パンの協力を得ることと、

とになっている。手術の痛
みや抗がん剤の副作用はも
とより気持ちのサポートも
必要だ。また、緩和ケアは
がんを治療するどの病院で

患者にとってのがん情報
は、どこの病院でどんな治
療が受けられるか、などの
「ハードな情報」と仕事を
どうしたらいいかなど生活

患者や家族、市民が参加す
る体制作りが課題だ。また、
地域に出向いて意見を聞く
懇話会を近く始める予定。

も行われるべきで、拠点病

上の悩みなど「ソフトな情

院にはケアチームが必置に
なっているほか、最近では
在宅ケアも進んできてい

報」がある。提案として賢
い患者になるために、毎年
60万人の患者全員にがん

る。再発の不安を抱える人

情報の本を渡す、のはどう

や痛みに耐えあきらめてい
る人も含めて対応すべき
だ。

か。また、案内や共通情報
を提供するコールセンター
設置のニーズも高い。がん
難民をなくすためにも、情
報提供で世界一の均てん化
をする必要がある。

「欧米でのがん治療標準薬
が日本で本当につかえない
のか？」藤原医長

出席者＝講演順、敬称略
垣添忠生＝国立がんセンタ
ー総長（司会）
加藤抱一＝同がん対策情報

所の医療関連施設にも同時
テレビ中継され、参加者は
がんセンターを含めた16
会場で計700人以上に上っ

「がん対策情報センターの
目指すもの」加藤センター
長
がん対策情報センターが

未承認薬の制度整備を

（7）

緩和ケアは早期から

対話通じ悩みに対応

欧米で使えて日本では使
えない薬といっても、日本

「相談支援センターの取り

で全く使用できない未承認
薬と日本であるがん種につ
いては承認されているが、
他のがんには使えない適応
外医薬品がある。米では国

組み」石川部長
静岡がんセンターの「よ
ろず相談」には年間１万件
の相談がある。内容は医療
に関するものが多いが、多

の承認と保険で使えるのは
それぞれ独立しているが、
日本では一体となってい
る。また、適応外医薬品も
欧米では「例外的使用」へ

様化してきており経済的負
担の相談もある。何より不
安を抱えながらも表面に出
てこないものもあるため、
対話を通して一緒に考え、

的場元弘＝同がん対策情報
センターがん医療情報サー

授
山崎文昭＝日本がん患者団
体協議会理事長
俵萠子＝がん患者団体支援
機構理事長

ようにしている。

がん患者全員に本を

患者と共に走る体制を
「患者さんが求めるがん情
報とは」山崎理事長
これまでのがん患者と情
報提供を振り返ると、何も
ない荒野に一人ぶるぶると
震えているという状況だ。
がん対策情報センターはで
きたが、
まだ十分ではない。

患者が求める情報と提供側
の発信したい情報に乖離が
あるからだ。患者が知識不
足で理解できないという問
題もあるが、患者が判断で
きる情報提供が必要だ。そ
のためにも、患者が情報提
供体制に参加して一緒に走
っていける体制を作ること
が求められる。

高齢者への対応が必要
「患者が望むがん対策情報
センターとは」俵理事長
がん情報を患者に伝える
時に、ちょっとした言葉の
使い方にも気を配って欲し
い。がん情報に対する患者
からの提言をこのほど厚労
相とがんセンター総長に渡
した。19項目あるが、中
でも一番大きいのはインタ
ーネットを使えない高齢者
に拠点病院などで対応して
欲しいということだ。専門
医や治療成績の情報提供も
必要。また、相談する人の
育成や相談センターに患者
の役割や協力を組み込むこ
とも要望した。

（8）
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愛知県支部が敷地内禁煙
元日から

事前にアンケート調査も
「敷地内禁煙要求される」
ことになったことで踏み切
らざるをえなくなった。そ
のうえ利用者アンケートで
も、禁煙を理由に会議室を

2007年2月1日

ルクセンブルクの
ＲＦＬに資料提供
昨年に続き対がん協会
日本対がん協会は、欧州
のルクセンブルクで３月
３、４の両日に開催される
リレー･フォー･ライフに、
昨年に引き続き資料提供す

愛知県健康づくり振興事
業団（藤岡正信理事長、日
本対がん協会愛知県支部）
は１月１日から、名古屋市
の総合健診センターと知多

次の通りだ。
健康プラザは設立当初か
ら施設の一部に喫煙室を設
置していた。2003年の健
康増進法を受けて翌年には

郡東浦町にある事務局及び
あいち健康の森健康科学総
合センター（愛称：あいち
健康プラザ）の敷地内を全
面禁煙にした。

建物内を禁煙にしたが、宿

とくに愛知健康プラザ

ようになり、さらに健康プ
ラザのある健康の森公園が
一昨年から禁煙となったた
め喫煙場所設置に抗議の投
書まで寄せられた。

援も強化する、という。

１月31日に記念式典
財団法人埼玉県健康づく

支部、保健衛生協会、労働
保健センターの３団体と統

このため昨年２月に敷地
内禁煙を検討する会議を開
いたが、宿泊利用が減ると
いう意見が強く禁煙実施は
見送られた。
しかし、昨年６月に保健

り事業団
（吉原忠男理事長、
日本対がん協会埼玉県支
部）は、今年度で創立10
周年を迎え、１月31日に
記念式典を行った。
同事業団は前身の埼玉県

合されて新発足、総合的な
検診・検査機能を持つ組織
となった。
早くから各種検診事業に
取り組み、特に乳がん検診
では視触診に加えてマンモ

医療制度改革に伴う新健診

対がん協会として1962年
３月に設立され、97年４

グラフィを取り入れた「埼
玉方式」で注目を集めた。

は、一般の会議室利用や温
泉付きの宿泊施設があるこ
とから利用者減が懸念され
たが、実態調査や利用者ア
ンケートを行ったうえ禁煙
実施に踏み切った、
という。
健康プラザの富永祐民・
センター長がメールマガジ
ンやホームページで公表し
ている「健康づくりと生活
習慣病予防こぼれ話」によ
ると敷地内禁煙への経過は

泊施設の客室内は喫煙を黙
認していた。しかし、建物
外に喫煙場所を設けた結
果、かえって喫煙が目立つ

の検討会で、委託機関は

る。当地の日本大使館から

利用しないという意見は皆 「日本の活動を紹介したい」
無に近かったことから、収
という要請があったことか
入面の危惧も無くなった。 らがん予防やがん検診の啓
また、これに伴い少数の喫
発パンフレットやビデオを
煙職員に対する禁煙治療支
提供する。昨年も在留邦人

埼玉県支部が10周年

などに好評だったという。
月１日に結核予防会埼玉県

