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05年のがん年齢調整死亡率
５年前より男女とも低下 乳がんは増加
厚生労働省は都道府県ご

2007年
（平成19年）
１
２月１日
（毎月１日発行）

ースト１、次いで神奈川
13.0．東京12.8．福岡12.7、
埼玉12.4など都市部が高い
傾向にある。
前立腺がんも2000年の
8.6に対し、2005年は8.5と、

234.1、次いで大阪221.8、

もに低い。

長崎220.6、佐賀219.8、福
岡218.1と青森を除いて西
日本の府県が死亡率上位に
並んだ。一方、女は大阪の
107.0がワースト1、次いで

がんの部位別に年齢調整
死亡率を５年前の2000年
と比較すると、肺がん、胃
がん、大腸がんなど主要な

と、がん全体の年齢調整死
亡率は 1 0 万人当たり男
197．7、女97.3で、５年
前と比較すると男で16.3、
女では6.2低下した。
（３ペ
ージの表参照）

佐賀106.1、福岡103.4、北
海道102.3、東京102.1とな
っている。
逆に、年齢調整死亡率が
低いのは男では長野163.9、
沖縄177.1、熊本177.5。女

低下した。しかし、乳がん
は2000年に10.7だった死
亡率が11.4に増加、都道府
県別に見ても東京、宮城な
ど12都県を除く35府県で
死亡率が増加した。

れないため、厚労省が各県
の年齢構成を５歳ごとの階
層で把握し直し、死亡率を

都道府県別にみると男の
死亡率ワースト１は青森で

では岡山82.8、長野86.7、
大分87.4で、長野は男女と

乳がん死亡率を都道府県
別にみると福井の13.1がワ
ているが、こちらも需要が
多く、毎週のようにキャン

に掲載した都道府県別死亡
率は「粗死亡率」と呼ばれ
るもので、厚労省が毎年発
表しているが、年齢調整前
の死亡率のため、このまま

1 5 件の相談が寄せられ、
相談者からは月曜も実施し
てほしいという声が強かっ
たうえ、相談のなかった月
曜にも数件の電話があるた

セル待ちが出る状況のた
め、12月からは新たな医
師の協力を得て、相談枠を
拡充することになった。
がんホットラインは事前

では地域ごとのきちんとし
た比較ができない。
2005年のがん全体の粗
死亡率は男が319.1、女が
200.3だった。年齢調整死

（03−5218−4776）
が11月中
からは月曜午後にも拡大さ

め、態勢を拡充したうえで、
実施に踏み切った。

の予約が不要。医師による
面談および電話相談は毎週

れ、平日は毎日、実施され
ることになった。これは火

協会では、がんホットラ
インのほかに医師による面

曜から金曜にかけては平均

談相談、電話相談も実施し

月曜午前 1 0 時から0 3 −
5218−4771で翌週の予約を
受け付ける。

亡率が減少しているのに粗
死亡率は男女とも毎年上昇
しているが、厚労省はこれ
は高齢化の影響によるも
の、と説明している。

とに年齢構成の補正をした
2 0 0 5 年（平成 1 7 年）の
「年齢調整死亡率」と主要
死因ごとの都道府県別死亡
率を発表した。それによる

がんホットライン、月曜日も
毎週火曜から金曜の午後
１時から４時まで、看護師
やソーシャルワーカーが、
がんに関する悩みを受け付
ける「がんホットライン」

がんホットライン

月〜金 午後1時〜4時

03−5218−4776
日本対がん協会は、看護師やソーシャルワーカー
が、がんの不安や生活の悩みの相談に電話で応じる
「がんホットライン」を開設しています。月〜金曜
の午後１時から４時。相談時間は20分までで予約は
不要です。
（祝日は休み）
。このほか、事前の予約制
で、専門医による電話や面接の無料相談も実施中で
す。予約やお問い合わせは月〜金の午前10時から午
後５時までに、03−5218−4771へ。

がんでは男女とも死亡率が

ほとんど横ばいだった。
年齢調整死亡率は都道府
県ごとの年齢構成に大きな
違いがあり、高齢者の多い
県と若者の多い県を比べら

補正したうえで５年ごとに
発表している。
協会報11月号（525号）
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内閣府ががんの世論調査
がん検診は重要82％
１年以内に受診30％

2007年12月1日

「たまたま受けていない」は
30歳代で「いつでも受診で
きる」は70歳以上で、「時間
がなかった」は30歳代、40
歳台でそれぞれ高かった。

内閣府は今年９月に全国
の成人 3 0 0 0 人を対象に、
「がん対策に関する世論調
査」を実施し、その結果を

がんの部位による目立った
差は見られなかった。
受診したことのある人に
受診場所を尋ねたところ

11月に発表した。それに
よると、がん検診について

らとも言えない、重要だと

（複数回答）
、市区町村の集
団検診が28.7％、職場での
集団検診が27.8％で、住民
検診と職域検診がほぼ並ん
だ。次いで、
「かかりつけ

思わないなどとした人を大
きく上回った。
しかし、がん検診の受診
状況についての質問では胃
がん検診を「１年以内に受

医に勧められて」が25.2％、
市区町村の案内で受けた個
別検診（医療機関を受診）
、
「近所の病院などで自主的
に人間ドックを受診」は

診」が29.5％、
「２年以内
に受診」
を合わせても37.5％
にとどまった。
同じ質問は肺がん、大腸
がん、子宮がん、乳がんに
ついても行われ、1年以内

14.1％と13.6％で、20％に
はとどかなかった。
逆にがん検診を「２年以
上受けていない」
「受けた
ことがない」人に未受診の
理由を聞いたところ（複数

「時間がなかった」15.9％、
「面倒だから」15.4％と続
いた。
一方、がんに関する情報
源（複数回答）ではテレ

は、
「がんの早期発見（が
ん検診）
」が61.3％でもっ
とも多く、次いで「がんに
関わる医療機関の整備（拠
点病院の充実など）」が

の受診が肺がん34.7％、大
腸がん27.1％、子宮がん
29.1％、乳がん23.7％、２
年以内に受診した人を合わ
せても、肺がん39.2％、大

回答、グラフ参照）
、
「たま
たま受けていない」と答え
た人が28.8％でもっとも多
く、「健康に自信があり、
必要性を感じない」17.3％、

ビ・ラジオ番組が70.5％、
次いで新聞48％、友人・
知人31.6％、病院などのポ
スター・パンフレット25.6％
で、テレビの影響力がきわ

49.1％、専門的医療従事者
の養成45.4％、がんに関す
る相談やその支援40.4％が
上位に並んだ。
この調査は調査員による

腸がん32.4％、子宮がん 「心配な時はいつでも医療
39.0％、乳がん32.4％で、 機関が受診できる」16.9％、

めて大きいことがわかった。
また政府に対する要望で

個別の面接調査で行われ、
回収率は58.9％だった。

は「重要だと思う」と答え
た人が81.9％に達し、どち

年齢調整死亡率は都道府県ごとに年齢構成で補正した人口10万人当
たりの死亡率で、厚生労働省が発表した数字に基づいて日本対がん
協会で都道府県別順位を算出した。死亡率の最も高い数値が1位。

部位別のうち「大腸」は「結腸がんと直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸
がん」の合計、
「肝臓」は「肝臓及び肝内胆管」の、
「肺」は「気管、
気管支及び肺」の略。

厚生労働省人口動態統計をもとに作成

2005年都道府県別がん年齢調整死亡率

2007年12月1日
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がん征圧月間
平成19年度のがん征圧
月間は『まず受けて 次に
伝える がん検診』
（福井
県支部・田中正樹氏）のス
ローガンのもとに大分市で

対 が ん 協 会 報

2007年12月1日

各支部の行事

開かれた全国大会をはじ
め、全国各支部が道府県大
会、地区大会、講演会・シ
ンポジウム・展覧会、街頭
活動、健康相談など地域の

実情に即した多彩な行事を
展開した。
がん征圧月間を中心にし
た各支部の取り組みは以下
の通り。

などを配布。
愛知 「がん検診・予防に
関する体験文」を募集、応
募は16件あり、入賞者の
作品を作文集としてまとめ
た。がん支援事業として

北海道 旭川市で「がん予

つらつトーク」を行った。
山梨 がん征圧街頭キャン
ペーンを実施、資料配布と
ともにがん無料相談、乳が

「希望のウオークリレーを
実施。

市で実施した日曜検診に乳

クなどを配布。がん征圧を
呼びかけた。
茨城 「がんフォーラム」
でフラダンスショーや放射

がん検診を追加し、受診者

線治療についての講演、が

ん検診、乳がん患者の会無

が増加。
青森 「がん征圧フォーラ

ん無料相談。
栃木 地元ラジオでスロー

料相談などを行った。地元
ラジオで月間周知と検診勧

ム」で少女マンガ家赤星た
みこ氏が「がんを明るく乗
り切るために−シンプル

ガンとがん征圧月間を周
知。支部施設に征圧月間と
スローガンの立て看板。

奨のＣＭを流した。
長野 乳がん検診の受診者
増を図るため、征圧月間中、

とし、がんに関する悩みや
不安などを受ける無料相談
を電話、ファクスで実施し
た。
滋賀 公共施設などで啓発
のぼり100本掲示。

ライフと生活習慣」と題し
て講演会。
岩手 「キルトフェスティ
バル2007 iｎいわて」に参
加、がん相談コーナーや乳

群馬 イベント会場で、支
部職員とがん克服者の会が
パンフレットやポケットテ
ィッシュ、ボールペン等を
配布。

30分の乳がん検診啓発番
組を制作放映。
（６ページの記事参照）
富山 がん予防健康展、パ
ネル展を開催。５カ所で電

がん予防の知識啓発。テレ
ビCMに地元タレントを起
用した。
宮城 例年通りがん講演会
を開催。２カ所でがん予防

９月12日から14日まで、
がん克服者の会が中心とな
りがん電話相談。相談件数
は20件。
埼玉 さいたま新都心駅に

光掲示、月間の周知とスロ
ーガンのＰＲ。富山、高山
駅で街頭放送。女性がん検
診勧奨ポスターを電車、バ
ス、公衆浴場、美容院など

訴えた。

パネル展を実施。仙台市で
ピンクリボン街頭キャンペ

ポスターを掲示。県庁舎に
征圧月間とスローガンの垂
れ幕を掲示。

に掲示。
石川 「がんフォーラム」
を大腸がんについて企画。

千葉 がん予防展でパネル
展示。

治療中の患者２人のトーク
も交え講演会。七尾市のシ

神戸市内２カ所に月間の
横断幕・懸垂幕。
奈良 今年も「奈良県がん
征圧大会」を開催。
和歌山 和歌山市内２カ所

がん講演会で支部理事長

ョッピングセンター前で街

防学級」を開催。乳がん、
肺がんについて講演。釧路

ーン。
秋田 「健康 チェック＆
ケア フェスタ」で今年も
前立腺がん検診などを実

三重 ９月10日から15日
までを「がん相談Week」

京都 「結核の予防とがん
を考えるつどい」実施。大
腸がんについて「便検査で
早期発見・早期治療」と題
して講演、検診の重要性を
兵庫 がん予防講演会で市
岡裕子氏が「人生あきらめ
たらあかん」と題し講演し
た。

に電光掲示、スローガンを
ＰＲ。
鳥取 米子市で県大会を開
催。
「鳥取県の胃がん検診
の現状と対策」と題し講演。
乳がんをテーマに講演。県

施。
マンモグラフィ検診車を
展示。装置の見学、説明を
行った。
山形 山形市、南陽市、米

が「がん検診−あなたの

神奈川 横浜駅西口で街頭
活動。昨年に引き続きラジ

頭活動。
福井 福井市で「ふくい健
康長寿祭 2 0 0 7 」を開催。
健康相談や無料がん検診。
岐阜 ラジオ番組で「女性

沢市、三川町、新庄市で街
頭活動。

オでのキャンペーンを行
い、予防に重点を置き、身
近な予防として「食」と
｢運動｣について放送で解
説。

のがんについて」と「がん
診療拠点病院について」を
放送した。
静岡 県大会で宮崎ますみ
氏が「乳がんを克服して」

内３カ所で街頭活動資料を
配布した。
岡山 岡山市で征圧県大会

新潟 がん征圧新潟県大会
では、４人のパネリストが

と題して講演。
ツインメッセ静岡で街頭
活動、女性のがんキャンペ
ーン用ティッシュペーパー

んについて検診と治療につ
いて講演。地元テレビで大
腸がんについてキャンペー
ン。

20代の子宮がんが急増
していることなどを踏ま
え、
街頭キャンペーンでは、
若年層への検診受診の呼び
かけに力を注いだ。
福島 県内５カ所で街頭キ
ャンペーン、花の種やマス

肺がんはここまで治る」と
題し講演。

『まず受けて 次に伝える
がん検診』をテーマに「は

を開催。同時開催のシンポ
ジウムで前立腺がんと乳が

2007年12月1日
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マンモ検診受診率は21.3％
乳房健康研究会調査
広島 乳がん防止ポスター
展を開催。

ＮＰＯ法人乳房健康研究
会の今秋の調査で、マンモ

山口 「やまぐち健康フェ
スタ07」に参加。県内7カ

グラフィ検査受診率が05
年の12.4％から8.9ポイン

所で電光掲示。

ト上昇して21.3％に増加し

徳島 ９月13日に徳島市
で「健康を考える県民のつ
どい」を開催し、乳がん触
診モデルを展示。
香川 検診車内にがん征圧

たことがわかった。ピンク
リボン運動など乳がんへの
関心の高まりと考えられる
が厚労省が目標にする受診
率50％まではまだかなり

月間ポスターやがん予防ポ
スターを掲示。
愛媛 伊予鉄道の松山市内
電車にがん予防ポスターの
車内吊り広告、５駅に月間

の距離がある。
これは同研究会が首都圏
在住の乳がん経験者を除
く、20歳から69歳までの
女性に郵送で調査した結

ポスター掲示。

果。それによると、乳がん

高知 高知市内路面電車の
征圧月間周知のボディ広
告。
福岡 「がん征圧の集い」
を開催。

よくわからない」が36％、
経験のある人を周囲で一人
も知らないと答えた人は 「何の症状もない」が30％
で、自己検診についての知
41.4％、54.2％は友人・知
人が経験していると答えた。 識がないためにしていない
人も目立った。
乳がん検診を受けること

55.7％、
「定期的に受けた
い」51.4％で、女性技師を
希望する声が強かった。
一方、マンモ検診を受け
ていない理由（複数回答）

「がん検診の現状と課題」
と題してパネルディスカッ
ション。
佐賀 佐賀市内２カ所で征
圧月間の電光掲示。

への意識に関する調査（複
数回答）では、乳がん検診
が「乳がんの早期発見に効
果的」と考える人は93.5％
と圧倒的で、
「無料なら受け

乳がん早期検診のために
効果的とされるマンモグラ
フィについて、
「受けてい
る」と答えた人（グラフ参
照）
は21.3％だったが、
年代

を聞いたところ、
「機会が
なかった」
が51.7％、
「何の
症状もないから」が34.7％
で、受診機会がないと答え
た人が半数にのぼった。

熊本 熊本市の下通アーケ
ードで街頭キャンペーン
「くまもとヘルシーデイ」
を展開。
各種パネルや模型などを

たい」
と答えた人も39.5％
に達した。一方、
「検診で
がんが見つかるのが怖い」
も17.4％とやや多かった。
乳がん発見法に関する質

別にみると40代が27.1％
でもっとも高く、50代が

全員に乳がん検診を受け
やすいと感じる環境につい

25.6％、60代が22.5％でこ
れに続くが、30代は9.8％

て尋ねたところ（複数回
答）
、
「住まいの近くで受け

に過ぎず、20代では受診

られる」が70％、
「価格が

展示、資料配布。
大分 「いきいき健康おお

問では自己検診が91.5％と
認知率がもっとも高く、マ

いたっ子まつり」に参加。
各種がんを検診

ンモグラフィが86.9％、視
触診が62.2％、超音波検査

者がゼロだった。
マンモグラフィを受けた
理由（複数回答）は「乳が
ん発見のために大切」が

安い」が59.6％、
「医療ス
タッフが女性」5 2 . 8 ％、
「健康保険を使って受けら
れる」も48.4％あった。

宮崎 宮崎イオンショッピ
ングセンターで街頭活動、

は47.2％だった。
自己検診の認知率が高い

82.9％と圧倒的、
「自己検
診だけでは早期の乳がんが

同研究会の野末悦子・コ
スモス女性クリニック院長

リーフレットや粗品を配
布。
鹿児島 鹿児島市で「がん
患者支援プロジェクト 命
のリレー」開催。

一方で、自己検診をしてい
る人は39.5％に過ぎず、実
施率はかなり低かった。ま
た、自己検診をしている人
は60代では66.3％と高か

見つからない」4 1 . 4 ％、
「受けてみたいと思った」
38.6％。
受けた場所は「地域の検
診」が37.1％で「病院へ診

は「マンモ検診の受診率が
向上したことは結構だが、
検診の認知率が高い割には
増加していない。いつでも
どこでも受診できる受け皿

沖縄 征圧月間中に街頭活
動でヘリカルCT検診車に
よる街頭検診実施。

ったが、30代から50代に
かけてはいずれも40％前
後。20代は8.3％と低かっ
た。逆に、自己検診をして

察に行って」の28.6％と並
び、
「家族の職場の検診・
人間ドックで」は15.7％、
「自分の職場の検診・人間

つくりが求められるが、人
材養成では、できるだけ女
性の比率を高める必要があ
る」と指摘している。

いない人に「していない理
由」を尋ねたところ、
「触
っても自分ではよくわから
ない」が55.6％、
「やり方が

ドックで」は14.3％だった。
受診した人に感想を聞く
と、
「乳がん発見に効果的」
57.1％、
「女性技師がよい」
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ブレストキャンサー・アクション
乳がん征圧に協力
03年からスタートした
乳がんの啓発キャンペーン
「ピンクリボンフェスティ
バル」の一環として、今年
から新たに「ブレストキャ

したチャリティ・イベントで、
01年からアメリカ、イタ
リアなどで実施されている。
すでにシンディ・クロフ
ォード、シャーリーズ・セ

ンサー・アクション in

ロン、スーザン・サランド

JAPAN」が加わった。
欧米で評価の高いレディ

ンなど多くの著名人が参加
しており、このアクション

ース・シューズ・ブランド
「STUART WEITZMAN

が今年、日本に初上陸した。
この趣旨に賛同した著名

（スチュアート・ワイツマ
ン）
」が乳がん征圧のため
の啓発活動としてスタート

な日本人20人にSTUART
WEITZMANの真っ白な
ヒールをオリジナル・シュ

乳がん啓発番組を放映
長野県健康づくり事業団

アクションの趣旨に賛同して出品された大地真央さんデザインの靴

ーズ・オブジェとしてデザ
インしてもらった。阿川佐
和子、東ちづる、綾戸智恵、
イングリット・フジコ・ヘ

ら11月初めにＹａｈｏｏ！
オークションに出品され、
そ
の落札金額が日本対がん協
会「ほほえみ基金」に寄付

ミング、神田うの、大地真
央、平山あや、宮崎ますみ、
八代亜紀、和田アキ子ほか
の豪華なメンバーがクリエ
イティブの粋を競った。
これらの作品が10月か

された。最高金額25万円
で落札された作品もあり、
人気の高さを示している。
寄付総額は合計で110万円
で、乳がん征圧のために活
用される。

長野県健康づくり事業団
（対がん協会長野県支部）
は
９月の乳がん月間に合わせ、
地元の信越放送
（TBS系）
で
23日午後、
「受けよう乳がん

の実際を詳しく紹介してい
る。また、乳がんが見つか
った場合、どういう治療法
があるのか、乳房温存術、
乳房再建術、最新のリンパ

検診！―安心は検診から」

節生検の実際をパネルや映
像を使ってわかりやすく説
明している。
さらに乳がん患者会、
「あけぼの会」の地元の代

協会の関東甲信越支部連
絡協議会は11月８日、さ

ているところもあった。ま
た、自治体の中には中止の

表も出演し、自分の体験に
基づいて早期発見と患者ケ
アの重要性を訴えた。
同事業団がこうした番組
制作や提供にかかわったの

いたま市で開かれ、茨城、
栃木、群馬、千葉、神奈川、
新潟、山梨、長野、埼玉の
９支部と協会から約30人
が出席した。

方向で検討するところもあ
り、
「動向を見ている」な
ど慎重な発言も出た。
乳房の超音波検診は、が
ん検診を実施している７支

は初めてだが、放映後、同

会議では①前立腺がん検

部中６支部で実施している

事業団やテレビ局には大き
な反響があったという。

診②乳房超音波検診③胃集
団検診における読影医の確

との報告があった。
さらには、胃画像診断の

保策④巡回診療実施計画の
届け出⑤受診率向上対策⑥

読影医の高齢化による人材
不足や、
受診率の伸び悩み、

経営状況の現状と今後、の

山間地域など人口が少ない

６項目について意見交換し
た。
前立腺のPSA検査につ
いては、厚労省研究班が
「対策型検診としては推奨

地域での検診稼働率の悪さ
など、当面する経営課題に
ついても熱心に意見を交わ
した。
協会からは、来年の協会

できない」との方向性を出

創立50周年を記念する式

したことを受けての協議。
実施する支部では、職員研

典の開催、がん相談拡充な
どの方針が示された。

と題する30分の啓発テレビ
番組を提供し、放映した。
番組では増え続ける乳が
ん対策に早期検診、早期診
断、早期治療が最善である
ことをわかりやすく訴えか
ける内容。
同事業団と長野県医師会
の全面協力を得て、女性キ
ャスターが乳がんの専門医
を訪ね、自己検診の方法や
マンモグラフィなどの検査

「受けよう！乳がん検診」のタイトル画面＝長野県健康づくり
事業団提供

乳房超音波検診など討議
関東甲信越ブロック会議

修を開くなどの対策をとっ
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分煙より効果が高い公立学校敷地内禁煙
和歌山県教委

タクシー運転手も受動喫煙で深刻な被害
神奈川県タクシー協会
ＪＣＳクリーンエアー賞

用者研修でもタバコの害と

シンポジウムの第一部で

の事例紹介で、和歌山県教

敷地内禁煙について講義す
るなど、引き続きこの問題
と取り組んでいきたい」と
締めくくった。

は大阪府立成人病センター
の大島明氏が各国の受動喫
煙を防止するための規定を
比較した。
我が国では平成15年に

委の棚田指導主事は、公立
学校の敷地内完全禁煙を達
成した経過を詳しく説明し
た。県教委が完全禁煙の活

次いで首都圏で初めて全

動を開始したのは平成14
年から。学校が喫煙防止教
育をする教育機関であるこ
と、禁煙化が「和歌山たば
こ対策指針」で強く求めら
れていることなどが理由。

県禁煙タクシーを実施し
た、神奈川県タクシー協会
の牧野専務理事が事例紹介
に立った。神奈川では「禁
煙協力車」と呼ばれる禁煙
ステッカーを車内に張る活

施行された「健康増進法」
第25条で、
「多数の者が利
用する施設を管理する者
は、受動喫煙を防止するた
めに必要な措置を講ずるよ
うに努めなければならな

しかし当初は「ノースモー
キングエリアのご理解、ご
協力」という「お願い」に

動は平成11年から導入し
ていた。だがタクシーの内
部は電話ボックス２個分程
度の広さで、タバコを吸わ
ない運転手も受動喫煙で深

い」と規定しているが、罰
則がない「努力」規定にな
っている。
大島氏は世界各国で禁煙
措置を取る義務がある国と

理解を得るのに時間がかか
りました」
（棚田氏）
。市町

刻な健康被害を受けてきた
という。
「受動喫煙の被害
を訴える運転手を守るた
め、またお客さんにきれい
な車内空間をサービスする

して、世界最初に義務規定
を置いたアイルランド、イ
ギリス、アメリカ（ニュー
ヨーク州、カリフォルニア
州）などの例を紹介。これ

村をひとつひとつ回って説
得、３年かけて敷地内完全
禁煙を実現した。県内の公

ためにも全面禁煙化が必
要」と、今年７月から神奈
川県下の法人・個人あわせ

らの国は公共施設だけでな
く、飲食店・バーでも禁煙

立学校教職員は約１万人、
喫煙者は30％ほどで、こ

て１万4000台が全面禁煙
になった。全面禁煙では運

のうち357人の禁煙に成功
した。
「受動喫煙防止対策とし
て、分煙措置をするより敷
地内禁煙の方が費用対効果
が高い。また禁煙者の意見

転手が喫煙を許されないの
はもちろん、無理に喫煙す
る客をタクシーから降ろす
ことも法的には許される。
「現在は全国のタクシー車
両のうち17％が禁煙車両。

飲食店で禁煙措置が義務づ
けられている。さらに法的
規制で受動喫煙がなくな
り、心臓疾患の患者が急減
した報告を紹介、
「受動喫
煙がなくなると心筋梗塞の

では『禁煙して家族が喜ん

しかし来年から東京、
埼玉、

だ』と答えたものが約半数
もおり、禁煙推進のアピー

群馬等で全面禁煙が導入さ
れ、全国のタクシー車両の
50％が全面禁煙される見
込み。今後は雪崩をうった

患者がすぐに約10％減少
する。受動喫煙を防止する
には努力規定ではなく、強
い法的規制を」と訴えた。
中田氏は、受動喫煙が原

「分煙」についても、たと
えば居酒屋の「禁煙席」で
はタバコの評価基準を上回
る粉塵濃度を検出するデー
タが示されているとし、

ように、タクシーの全面禁
煙が普及していくでしょ
う」と、牧野専務理事は期
待を寄せた。

因とされる死亡が日本で１
万9000人から３万2000人
にのぼると指摘。受動喫煙
防止のためにとられている

「受動喫煙防止のためには
100％禁煙以外の措置は不

とどまっていたという。
「和歌山は校長の喫煙率が
高く、とくに50代以上の
先生は『今日も元気だタバ
う ま
コが美味い』という世代。

ル材料になる」
。
平成17年度の調査によ
ると和歌山県は人口10万
人当たりの肺がん死亡率が
全国一位。
「今後はこの汚
名を返上するため、新規採

神奈川県タクシー協会の全面
禁煙の事例を発表する牧野繁
専務理事

大阪府立成人病センターの大
島明氏

措置が取られている。アジ
アでもタイ、シンガポール
では交通機関・公共施設・

産業医科大産業生態科学研究
所の中田ゆり氏

完全」と述べた。
（神田憲行）

（8）

（第三種郵便物認可）

対 が ん 協 会 報

2007年12月1日

第１回ＪＣＳクリーンエアー賞
和歌山県教委と神奈川県タクシー協会

ＪＣＳクリーンエアー賞を受
賞、和歌山県の公立学校での
禁煙の成果を発表する同県教
委の棚田修司指導主事

ＪＣＳクリーンエアー賞
創設記念シンポジウム「受
動喫煙のない社会の実現の

顕彰するために設置された。
第一回の受賞者は公立学
校の敷地内で完全禁煙を達

ために」が、1 1 月 1 1 日、
東京・有楽町の有楽町朝日
スクエアで開かれた（主

成した和歌山県教育委員会
と、首都圏で初めて全県で
全面禁煙タクシーの導入に

催・日本対がん協会、後
援・日本医師会）
。シンポ

成功した社団法人神奈川県
タクシー協会が選ばれた。

ジウムでは、今年度から創
設されたＪＣＳクリーンエ
アー賞受賞者の表彰ととも
に、受動喫煙に対する最新
の研究報告と地域での禁煙

表彰式には、和歌山県教育
委員会から健康体育課指導
主事の棚田修司氏、神奈川
県タクシー協会からは専務
理事の牧野繁氏が出席、協

活動の事例報告が行われた
（７面に関係記事）
。
本賞は日本でがんになる
原因の約30％がタバコの
煙といわれる実情をふま
え、スモークフリー社会実

会の広瀬幸雄理事長から記
念の楯と目録を受け取った。
表彰式のあと、両受賞者
から活動事例の報告が行わ
れ、ファシリテーターを務
めた全国分煙禁煙協議会副

れた。
これに先立つシンポジウ
ムの第１部では、大阪府立
成人病センターがん相談支
援センター所長の大島明氏

科大学産業生態科学研究所
健康開発科学研究室研究員
の中田ゆり氏が「なぜ受動
喫煙対策が必要なのでしょ
う」と題する基調講演を行

現と、無煙環境作りに貢献
した自治体、会社、個人を

会長の仲野暢子氏の司会の
もと、熱心な質疑が交わさ

が「受動喫煙を防ぐとこれ
だけの即効が！」
、産業医

った。
（神田憲行）

