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17年度支部がん検診実施状況㊥

７面胃がん検診は従来通り

８面ホットラインについて講演
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日本対がん協会は４月１日から事務所を下記の通
り東京・有楽町のマリオン13階に移転しました。電
話やＦＡＸ番号も変わりました。
新住所：〒100－0006東京都千代田区有楽町2－5－1

有楽町センタービル（マリオン）13階

電話：03－5218－4771 FAX：03－5222－6700
がんホットライン：03－5218－4776

（詳しくは８面をご覧ください）

4月から事務所を移転しました

2007年（平成19年）
４月１日（毎月１日発行）

活動と、受診率が低迷する

がん検診という課題に、今

回の連携は心強く、大きな

意義を持つ」と期待を表明

した。

の篠原徹常務理事は「２人

のうち１人ががんに罹患

し、３人に１人ががんで死

亡する時代。国民の関心を

高めるためにもセミナーや

講演などは一般市民も参加

できるようにして啓発した

い」と話した。日本対がん

協会の広瀬理事長も「啓発

社に及ぶ。日商が事前に今

回の連携について全国アン

ケートした結果、セミナー

に「関心がある」と答えた

のは74％、がん検診につ

いても63％が前向きな姿

勢を示すなど、総じて高い

ニーズがあるという。

同日、記者会見した日商

日本対がん協会（広瀬幸

雄理事長）は３月７日、日

本商工会議所（会頭・山口

信夫旭化成会長）と、がん

征圧を核とした地域健康支

援モデル事業を推進する包

括協定を締結した。

（２面に関連記事）

新年度から実施するモデ

ル事業は、中小企業経営者

や従業員・家族に対し検診

やセミナーなどの啓発を通

じてがんの予防など健康管

理の資質向上へ向けた取り

組みを行う。対がん協会の

各県支部と全国520の各地

商工会議所が連携して、地

域事情に合わせた様々な協

働事業を推進する予定。こ

れによって中小企業関係者

や家族が安心してがんばれ

るとともに予防医療の地域

間格差是正や受診率向上に

つながると期待される。

日商の会員企業は143万

地域健康支援へ日商と連携
中小企業のがん検診推進

協定書に調印した篠原徹・日本商工会議所常務理事（左）と

広瀬幸雄・日本対がん協会理事長＝３月７日、東京・千代

田区の東京商工会議所で
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福井県支部

田中正樹さん作
（２面に詳報）



国では大腸がん月間に、ブ

レスレットを検診を受けた

人から家族や友人など次の

人へ渡していく。そんな運

動が日本でも広がればとの

思いを込めた」という。

田中さんには賞金５万円

が贈られ、９月14日に大

分市で開かれるがん征圧全

国大会で表彰される。

員会で審査の結果、平易な

言葉でがん検診を広めてい

く思いがこもった点などが

評価された。このほかの応

募作品も力作が多く、佳作

として３点を選んだ。

田中さんは健康診断やが

ん検診を行う福井県健康管

理協会の県民健康センター

副所長を務めている。「米

る場合には適切な医療関係

者を紹介する。

【その他】各地商工会議所

がこれらの健康増進事業を

行う場合は、社会的貢献活

動への取組みＰＲのためが

ん征圧運動に協力している

ことを示すクレジットを掲

げられる。また、健康相談

会やピンクリボン運動への

協力などの活動も行う。

【情報提供及びＰＲ活動の

推進】対がん協会や支部は、

各地商工会議所の機関紙

（誌）等で、がん予防や生

活習慣病等に関する情報掲

載や情報提供に対する協力

を行う。また、協会や支部

は、健康啓発普及セミナー

を始め、商工会議所の諸会

議で、がん予防や生活習慣

病等に関する講演希望があ

19年度のポスターやパン

フレットなど対がん協会が

発行する出版物などに使用

される。

今回は全国36支部から

70点の応募があり、３月

８日に事務局長を委員長と

する対がん協会本部審査委

【地域連携医療機関やセカ

ンドオピニオン医療機関の

紹介等】支部はケアサービ

スの一環として、検診によ

りがん（疑い）所見があっ

た場合は、電話相談を受け

たり、適切な地域連携医療

機関を紹介したり、受診者

が所見や治療に関するセカ

ンドオピニオンを希望する

場合は相談に応じる。

日本対がん協会が日本商

工会議所と連携する地域健

康支援事業は生活習慣病予

防セミナーやがん検診、セ

カンドオピニオン医療機関

の紹介など多彩な活動を展

開する予定だ。

【健康啓発普及セミナー】

各地商工会議所及び対がん

協会支部が、がんや生活習

慣病の予防等をテーマにし

た一般セミナーを開催す

る。

【高度ながん検診の実施】

支部が各地商工会議所に各

部位ごとのがん検診車を派

遣したり、地域内の連携病

院などを利用して精度管理

の高いがん検診を受けられ

るようにする。また、すで

に商工会議所が健診サービ

スを実施している場合に

は、それにリンクしたり、

新たにがん検診の機会を設

ける。

啓発セミナー開催や医療機関紹介

日本対がん協会の平成

19年度がん征圧スローガ

ンは、福井県健康管理協会

（日本対がん協会福井県支

部）の田中正樹さん（写真）

の作品「まず　受けて　次

に伝える　がん検診」に決

まった。このスローガンは

（ 2 ） （第三種郵便物認可） 対 が ん 協 会 報 2007年4月1日

「米国の運動をヒントに」田中さん

対がん協会と
日商の連携事業

平成19年度がん征圧スローガン�

将来（みらい）への　安心切符　がん検診�

広げよう　がんの予防と　受診の輪�

団塊世代！　検診受けて　再出発�

千葉県支部　佐野仁一さん�

香川県支部　西村文美子さん�

宮崎県支部　原田文男さん�

まず　受けて　次に伝える　がん検診�福井県支部　田中正樹さん�
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携拠点病院との連携が提案

された。受診率の向上対策

では、厚生労働省のがん検

診検討会が、検診全体の問

題を集中議論するため、そ

の結論も参考に検討するよ

う促した。

寄付金集めとボランティ

ア活用について、事務作業

だけではなく寄付金集めの

ために企業の営業経験者ら

をボランティアとして活用

する必要性が指摘された。

５項目。

①については、がんホッ

トラインを夏、秋と１回線

づつ増やし年度内に５回線

にし、08年には10回線、

相談員15人態勢をめざす

ほか、医療相談を大刷新す

る。④では、業務拡大に伴

う要員確保のため企業ＯＢ

による事務作業やリレー・

フォー・ライフでの募金活

動などを依頼する。

これに対し委員からは、

医師による医療相談では連

日本対がん協会の創立

50周年検討委員会（垣添

忠生委員長）は３月19日、

第４回会合を開き、事務局

がまとめたアクションプラ

ン素案について検討した。

アクションプランはこれ

まで検討された50周年事

業について具体的な活動計

画を策定するもの。素案は

①がんサポートセンター設

立②受診率向上への取り組

み③寄付金対策④ボランテ

ィア活用⑤記念イベントの

日本対がん協会は３月

19日、東京都内で理事会

と評議員会を開き、平成

19年度の事業計画案と予

算案を承認した。

事業計画は「がん征圧が

国民的課題となり対がん協

会への期待と要望も多様化

する中で社会的ニーズにこ

たえるために活動を拡大

し、来年の創立50周年へ向

けて新たな飛躍をめざす」

ことを基本方針とした。

この中で、昨春からスタ

ートした電話生活相談「が

んホットライン」を含めた

無料相談を大幅に拡充す

る。ホットラインは現在の

２回線から５月以降、順次

５回線に増やし、相談員も

増員する。厚生労働省の委

託事業である医師による面

接相談も現在の年18回か

ら約100回に、支部の相談

も18支部から30支部を目

標に拡大する。医師による

電話医療相談も週２回に倍

増する。

このほか重点目標として

事業拡大に伴う財源を確保

するため寄付金収入の約

8500万円、82.4%増をめざ

して様々な新手法を導入す

るほか、受診率向上のため

本部支部合同の検討委員会

設置やキャンペーンに有名

人の協力を検討する。

同日の理事会で、対がん

協会会長に内定していた垣

添忠生・国立がんセンター

総長が３月15日付で正式

に会長に就任したことが報

告された。

無料がん相談を大幅拡充
対がん協会の新年度事業

2007年4月1日 対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 3 ）

垣添新会長
正式に就任

アクションプランを検討　50周年委

平成19年度の主な事業計画

●寄付活動の強化 平成20年の創立50周年に向

けて新手法を導入、寄付金収入の大幅増を目指

す。法人寄付対策では理事・評議員の人脈を活

用し企業トップへの働きかけ、ＣＳＲに熱心な

企業への積極的アプローチなどを行う。

●がん相談の拡充 「がんホットライン」を現在

の２回線から５月以降、順次５回線にし、相談

員も増員。医師面接相談は年18回から100回に。

医療電話相談は週1回から２回に増やす。

●受診率の向上 本部支部合同の「がん検診・受

診率向上委員会」を発足させ、普及啓発や検診

の新しいあり方を探る。キャンペーンに有名人

の協力を検討。日本商工会議所との連携事業と

して商工会議所会員企業の従業員や家族の検診

や啓発セミナーを行う。

●啓発活動 ９月を「がん征圧月間」と定め、全

国的に啓発活動を集中展開。中核的行事として

「がん征圧全国大会」を９月14日に大分市で開

催する。がん征圧に顕著な功績のあった個人、

団体に「日本対がん協会賞」「朝日がん大賞」

を贈呈する。

●「ほほえみ基金」関連事業 10月に東京、神

戸、仙台で乳がん征圧シンポジウムを開催。５

月と10月に乳がんの無料電話相談を実施。

●リレー・フォー・ライフ ９月に首都圏、10

月に近畿圏で開催予定。名古屋での開催も検討。

●「禁煙基金」関連事業 ９月に東京で「禁煙を

考えるシンポジウム」を開催予定。
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年度とまったく同じだっ

た。住民検診の男の胃がん

発見率が0.29％と最も高

（５面へ続く）

疾患発見率 胃がんの発

見率は全体では0.13％、胃

がんの疑いのある人を含め

ると0.14％で、いずれも前

受診者は186万8015人で前

年度に比べて約９万人の大

幅マイナスだった。受診者

全体の74.3％を占めるが、

前年度に比べると0.5ポイ

ントの減少。内訳は男71

万3711人で２万6000人余

減り、女も115万4304人で

６万4000人近い減少とな

った。

職域は計64万7376人で

前年度に比べ１万4000人

余減っている。全体に占め

る割合は25.7％。内訳は男

44万4041人で１万人余の

減少､女も20万3335人で

3000人余の減少となった。

要精検率 全体では9.6

％で前年度より0.2ポイン

トマイナス。高いのは住民

検診の男12.9％､職域検診

の男も前年度とほぼ同様の

9.5％、最も低いのは職域

の女6.6％で、全体の傾向

はほぼ前年度と同じだった。

精検受診率 全体では

80.0％で、前年度より1.4

ポイント上昇し、９年度

（80.7％）以来、８年ぶり

に80％台に回復した。

方式別では、住民検診が

85.1％で1.4ポイント、職

域検診は62.3%で２ポイン

ト、それぞれ前年度を上回

った。

住民検診、職域検診のそ

れぞれ男女、全体の男女と

すべてで前年度より上昇し

た。

41支部で実施し､受診者

数は計251万5391人で、前

年度に比べ10万4382人、

4.0％減少した。平成15年

度に、それまでの減少傾向

から一転、増加に転じたが

16年度に再び減少した流

れを引き継いだ。減少数、

率とも前年度並みだった。

がん検診ガイドライン見直

しの中で隔年化が論議さ

れ、一部の受診者、市町村

などに逐年実施へ消極姿勢

が感じられる。

支部別 実施41支部中

36支部が前年度比マイナ

スで、16年度の35支部よ

り１支部増えた。

減少率が大きかったのは

京都22.8%減、滋賀18.0%

減などで７支部が２ケタの

減少率。減少数でも京都が

１万2638人と唯一１万人

を超えたほか、長野8909

人、新潟6685人、千葉

6153人、愛媛5843人など

が目立つ。

一方、増加した５支部の

中では、鳥取の7.8％増が

際立った伸び率を示した。

増加数では宮城2506人

（伸び率1.2％）が目立ち、

前年度の減少から増加に転

じ胃がん検診発祥地の面目

を取り戻した。このほか鳥

取も1918人増、次いで兵

庫が1556人増（伸び率

1.9％）だった。

検診方式別 住民検診の

平成１７年度対がん協会支部のがん検診実施状況中

受診者２年続き減少
精検受診率80％回復

胃がん検診



く、職域検診の女が0.02％

と最低だった。また、住民

検診の0.16％は職域検診

0.04％の４倍と相変わらず

高い。

胃ポリープは全体で

1.38％と前年度より0.04ポ

イント上昇、胃潰瘍はほぼ

前年度並みの0.53％、十二

指腸潰瘍は前年度より0.02

ポイント低い0.17％だっ

た。

2007年4月1日 対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 5 ）

平成１７年度対がん協会支部のがん検診実施状況中

（６面へ続く）

都６万7838人、埼玉５万

4138人が目立って多い。

判定方法 総合判定（１

次検診でＸ線間接撮影写真

のダブルチェック、前回撮

影写真との比較読影と高危

険群の３日連続喀痰検査に

よって判定）を実施したの

は前年度同様35支部、受

診者は278万978人で前年

度より24万9000人余の大

幅減少となった。総合判定

の間接撮影の変わりに、５

支部がＣＲ（デジタルＸ線）、

11支部がヘリカルＣＴ検

診を行った。喀痰のみによ

る判定も17支部あった。

要精検率 全体では前年

度より0.1ポイント高い

2.6％。総合判定も前年度

と同じ2.6％だった。Ｃ

Ｒ＋喀痰は2.1％で前年度

より0.7ポイント低下。Ｃ

Ｔ＋喀痰は前年度より3.7

ポイント高い12.2％だっ

た。男女別、方式別では住

民検診の男が最も高く

3.5％、職域検診の女が最

も低い1.3％で、前年度と

ほぼ同じ傾向だった。

精検受診率 全体では

80.0％で前年度より4.1ポ

イント低下した。最高は住

民検診の女84.6％で前年度

増加につながった。

伸び率が大きかったの

は、千葉2228.6%、福島

56.5%、山形34.2%など。

千葉は組織統合による大幅

増加。福島では、従来は結

核として撮影した一部をが

ん検診として読影していた

が、結核予防法の改正によ

り、全体をがん読影にした

ため増加した。

一方、減少率が大きかっ

たのは京都69.7%、埼玉

56.3%など。減少数でも京

腸がんと同様に前年度の減

少から一転して増加した。

支部別 29支部が前年

度比マイナスとなったが、

５支部で20%を超す伸び率

を示したことなどが全体の

前年度より１支部増えて

41支部が実施し､受診者数

は計355万2077人で、前年

度に比べ１万781人、0.3％

増加した。ほとんどの部位

で受診者が減少する中、大

受診者２年ぶり増加
総合判定は大幅減少

肺がん検診
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らず群を抜いて高く0.18％

だが、前年度より0.02ポイ

ント低下した。喀痰のみの

判定は0.04％で前年度に比

べ0.02ポイントの減少。Ｃ

Ｒ＋喀痰も0.03％で前年度

比0.01ポイント減だった。

（82.5％）よりやや上昇し

たが、職域検診の女は

54.3%で前年度（58.9％）

を下回った。

発見率 全体と総合判定

はともに前年度と同じ

0.05％。ＣＴ＋喀痰が相変わ

平成１７年度対がん協会支部のがん検診実施状況中

受診者大幅増26万人
要精検率は６％台に

前立腺がん

用している。また、超音波

を併用したのが１支部、触

診併用は２支部だった。

要精検者数は１万6656

人で要精検率は6.5％。前

年度の7.3％より0.8ポイン

ト低下し、初めて６％台に

なった。

精検受診者は１万636人

で要精検者の64.1％。前年

度に比べ2.4ポイント高く

なった。精検を支部で実施

したのは２支部だった。

がんが見つかったのは

1673人で、発見率は0.65％。

前年度の0.81％に比べ0.16

ポイント低かった。

実施した支部は前年度よ

り１増えて35支部となっ

た。受診者数は26万6511

人で前年度に比べて３万

7693人、16.5％増加した。

方式別では住民検診が

33支部、22万2875人で前年

度より２万8747人、14.8％

増加した。職域検診は28

支部が実施、３万2844人

で5994人、22.3％増、ド

ックは14支部が実施し、

１万792人で2952人、27.4

％増だった。

１次検診の方法では全

35支部が腫瘍マーカー（Ｐ

ＳＡ）による血液検査を採



日本対がん協会の平成

18年度「21世紀初頭特別

事業」による２台目のマン

モグラフィ検診車（写真）が

完成し、３月15日に福島県

支部（福島県保健衛生協会）

で披露式が行われた。厚生

労働省補助1500万円と本

部助成1000万円を含め総

額4609万5000円で整備さ

れた。本部助成資金は、エ

イボン・プロダクツからの

寄付金でまかなっており、

この検診車の側面には、厚

労省補助とエイボンのロゴ

マークが表示されている。

同県支部のマンモ検診は

車２台と１施設で行ってい

る。17年度の受診者数は

約14000人で、マンモ検診

を開始した13年度（7600

人）からほぼ倍増。今回は

老朽化した検診車の更新

で、受診者増に対応できる

最新の体制が整った。

不十分で対策型検診には推

奨されないと結論した。

論議を呼んだ検診間隔

は、胃エックス線検査によ

る検診の死亡率減少効果は

２～３年持続する可能性や

検診に要する費用の効果を

勘案すべきだ、との意見も

出されていたが、受診率が

低い現状で隔年実施する

と、受診率が半減する可能

性があることなどから、逐

年実施のままとした。

また、検診の普及･啓発

へもう一度アタックした

い」と答えた。浅野氏は特

定健診のモデル事業につい

て経費や人員、時間などを

具体的に説明した。

（詳しい講演内容は後日掲

載します）

ることを強調した。また、「お

客様のことを意識するだけ

で、その心遣いは相手に伝

わる」と心構えを説いた。

広島大学保健管理センタ

ーの吉原正治所長は「消化

器がん検診におけるリスク

マネージメント」と題して

講義し、最近増えている検

診現場での人身事故などに

ついて訴訟事例を挙げて説

明した。そしてこうした事

故を防ぐために、安全第一

の体制作りや「人間はエラ

ーを起こす」ものとして、

手順の点検・改善をしてお

くこと、医療や検査にはリ

スクが伴うことを、受診者

本人が判断できるように、

十分な情報を提供すること

などを示した。

死亡率減少効果を示す相応

なエビデンスがあり、対策

型検診として実施すること

が適当」とした。胃内視鏡

検査はエビデンスが不十分

なため対策型検診としては

薦められないが、発見率が

高く、死亡率減少効果を持

つ可能性があり、今後、研

究を行いデータを集める必

要がある、とした。ペプシ

ノゲン法とヘリコバクタ

ー･ピロリ抗体法について

は、いずれもエビデンスが

ぜ保険義務化されなかった

のか」という質問に対し

「検診で医療費が減るとい

う明確なデータがなかっ

た。データがあれば保険局

厚生労働省の第15回が

ん検診に関する検討会（座

長・垣添忠生国立がんセン

ター総長）は３月８日、同

省内で開かれ、市町村事業

における胃がん検診の見直

しなどについて中間報告を

まとめた。

この中で胃がん検診は

「胃エックス線検査により、

１年に１度、40歳以上が

対象」とする従来どおりの

方法を提言した。検査方法

では「胃エックス線検査は

胃がん検診は従来通りの方法

日本対がん協会主催の第

30回保健師･看護師研修会

が３月12、13日の２日間、

東京・癌研有明病院で開か

れ、26支部から49人が参

加した。

厚生労働省老人保健課の

森川博司氏が「がん検診に

ついて」、医事評論家の行

天良雄氏が「がん看護をめ

ぐって」、山形県結核成人

病予防協会の松田信朗氏が

「山形県の検診受診率と支

部の検診事業の取組み」、

ちば県民保健予防財団の浅

野擴氏が「メタボリック対

策総合戦略事業を経験し

て」、千葉県がんセンター

緩和医療科の渡辺敏氏が

「在宅医の早期参加による

在宅緩和医療について」と

それぞれ題して講演した。

保険者に義務付けられた

特定健診事業導入が来年に

迫ったことから関心が高

く、講演後の質問もそれに

関連したものが多かった。

森川氏は「がん検診はな
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特定健診事業に高い関心
第30回保健師・看護師研修会

について様々な世代に検診

の重要性を啓発すべきこと

や精密検査の受診を促す取

組の検討などが指摘され

た。受診率向上についても、

対象者への個別勧奨が効果

的として市町村にきめ細か

な受診勧奨と管理を求めて

いるほか、休日実施など受

診者の便宜を図ることも重

要としている。

検討会では事業評価の手

法や点検表の見直しをした

ほか、質の低い検診機関の

横行を考慮して、市町村が

検診を委託する際の仕様書

に明記すべき必要最低限の

精度管理項目を了承した。

Ｘ線検査・逐年・40歳以上検討会の
中間報告

放射線技師研修に60人参加
日本対がん協会と結核予

防会が共催する平成18年

度診療放射線技師研修会が

３月14日から16日までの

３日間、東京都清瀬市の結

核研究所で開催され、60

人が参加した。

12人の講師が講義を行

ったあと各自が持参した胃

部間接撮影フイルムの評価

が行われた。

この中で結核予防会の山

下武子事業部長は「期待さ

れる支部職員」と題して講

義し、検診事業が大きな転

換点にある時、放射線技師

であっても、その仕事にだ

け閉じこもらずに、職場で

自分は何ができるか、何を

すべきかを常に考えること

や新たなことに挑戦を続け

「21世紀助成」で
福島支部にマンモ車



ぼ毎週２回に増える面接相

談に専用で使える部屋だ。

西武百貨店や映画館と同

じビル内にあるものの、入

り口は図の通り首都高速道

路沿いの小道をやや入った

ところにある。「朝日新聞

記念会館」という入り口を

入るとエレベーターがある

ので、13階まで上がる。

ホットラインについて講演 柳澤相談員

２月24日に東京・築地

の浜離宮朝日小ホールで開

催された公開フォーラム

「第３回がん先端医療を速

やかに患者に届けるには」

で、がんホットラインの柳

澤ハシヱ相談員が実施内容

と課題を報告した。

主な内容は、①１年以上

にわたる準備を経て昨年４

日本対がん協会が４月１

日から移転した東京・有楽

町の新事務所はＪＲ有楽町

駅や東京メトロ銀座駅から

すぐの有楽町マリオンの

13階にある。

広さは207平方メートル

で、これまで（124平方メ

ートル）の1.7倍。移転の

大きな要因の一つが、がん

ホットラインと医師による

面接医療相談や電話相談の

大幅拡充のため、当面のス

ペースを確保した。

ホットラインに応じるコ

ールセンターは約25平方

メートルで10人程度まで

のスタッフが活動できる。

また、これまでは会議室

を臨時に改造して使用して

いた医療面接相談のスペー

スは、７平方メートルほど

の個室２つを用意した。ほ

医療相談の専用室も
対がん協会の新事務所
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乳がん25％、大腸がん

12％、肺がん11％など③

相談の根底にあるのは、医

師と十分に話ができないこ

と、病気などについて調べ

たくてもその術がないこと

④今後は高齢者層を中心

に、ニーズの掘り起こしが

重要課題のひとつである。

会場からは、相談員の研

修および増員に関する質問

を受けた。

月からがん全般の相談を受

けるホットラインを開設。

対応するのは看護師や社会

福祉士で医療分野の臨床経

験を有し、協会制定の採用基

準を満たした者②今年１月

までの受付件数は約1000

件で、患者本人からが60

％。内容は治療や診断に関

するものが44％。部位別は


