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ど患者支援事業の充実・強

化、協会ホームページの抜

本的充実、若者向けのがん

啓発ビデオの制作や配布な

ど、がん啓発事業の強化を

中心に検討が進められてい

る。

また、協会主催のがん患

者支援イベント「リレー・

フォー・ライフ」（ＲＦＬ）

は昨年９月15日、16日に

初の24時間継続イベントが

兵庫県芦屋市で、同29日、

30日に東京品川区で、と

２回開催されたが、今年は

関東、関西をはじめ、北海

道や九州など各地で開きた

いという要望が寄せられて

おり、協会で調整中だ。

記念事業やＲＦＬは詳細

が決まり次第、協会ホーム

ページや協会報で告知する

予定。

対がん協会は57年当時、

癌研究会会頭だった塩田広

重・東大名誉教授がその年

の日本癌学会で「我が国で

も民間団体をつくり、がん

対策に取り組むべきだ」と

提唱し、医学会、日本医師

会、厚生省、政界、財界が

幅広く支援を約束した。こ

の問題に早くから関心を持

っていた朝日新聞社が、創

刊80年記念事業の一つと

して全面協力し、58年８

月１日に創設された。

現在は全国に46支部

（東京を除く）を擁し、05

年度の実績では1127万

8203人にがん検診を実施

し、１万3756人にがんを

発見した。

05年度までの受診者総

累計は２億5042万7013人、

発見がん数は26万6212人

に達し、その多くを早期治

療に結びつけている。

恒例行事である歓迎レセプ

ションが開催される。

この全国大会とは別に、

協会では11月上旬に東京

で「協会創立50周年記念

式典」の開催を予定してい

る。

詳細は未定だが、これま

で協会運営に功労のあった

関係者を招待するほか、厚

労省や関連団体の代表など

広く関係者を招いて、協会

の「50歳」を祝う。

記念事業は、詳細を検討

中だが、50周年に合わせ

て特別寄付を申し出ている

法人もあり、こうした寄付

などを財源にして特別事業

を実施する予定。

現在のところ、昨年４月

に開始し、がん患者や家族

に好評を得ている「がん相

談ホットライン」や医師に

よる医療相談の大幅拡充な

日本対がん協会は08年

８月、1958年の創立から

ちょうど半世紀を迎える。

50年の記念の年に合わせ、

協会では今年やはり、設立

50周年を迎える宮城県で

９月に「50周年記念　が

ん征圧全国大会」を開催す

る。このほか、多彩な記念

事業を計画している。

「50周年記念全国大会」

は９月12日（金）午前10

時から仙台市の仙台サンプ

ラザホールで開催の予定。

これに先立ち、11日午前

10時から、サンプラザホ

ールに隣接したホテル仙台

プラザで、宮城県対がん協

会主催の同協会「創立50

周年記念式典」が催される。

このあと、同日午後から

全国支部長会議、続いて記

念のシンポジウムを開く。

午後６時からは全国大会の

対がん協会が創立50周年

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。

がんホットライン 月～金　午後1時～4時

03－5218－4776

全国大会は９月に仙台市で
記念式典は11月に東京で開催

主
な
内
容

２面　肺がん検診の中間報告
４～５面
受診率向上への取り組み、支部から

６面　子宮がん検診　低い受診率
７面　ピンクリボン・チャリティトーク
８面　杉山愛さんが３年連続の寄付



委員からは早急にランダム

化比較試験（ＲＣＴ）を実

施することが必要で、それ

について議論があったこと

が分かるようにすべきだと

の意見が述べられた。

肺がん検診については

07年６月と９月に検討会

が開催され、今回が中間報

告をまとめる議論。今後、

事務局案に委員による文言

の修正を経て中間報告とし

て公表される。

これと合わせて検診機関

用、市町村用、都道府県用

の肺がん検診に関するチェ

ックリストと、仕様書に明

記すべき必要最低限の精度

管理項目（肺がん検診）が

公表される予定だ。

はある程度の規模の調査

で、もう少し精緻なデータ

を取りたい」と答えた。

一方、肺がん検診のスク

リーニング検査の方法につ

いては、胸部エックス線検

査と喀痰細胞診による肺が

ん検診について死亡率の減

少効果が確かめられている

とし、住民検診に代表され

る対策型検診としては危険

の高いグループには胸部エ

ックス線検査と喀痰細胞診

の併用、あまり危険の高く

ないグループには胸部エッ

クス線検査をスクリーニン

厚労省のがん検診に関す

る検討会（垣添忠生座長）

は11日、第18回の検討会

を開き、市町村事業におけ

る肺がん検診の見直しにつ

いての中間報告案をほぼ了

承した。今後、文言の修正

を経て肺がん検診に関する

ガイドラインとして公表さ

れる予定だ。検討会はすで

に胃がん、子宮がん、乳が

ん、大腸がんについて検診

ガイドラインをまとめてお

り、肺がんでまとまれば住

民検診の対象となっている

すべてのがんについてガイ

ドラインが出そろう。

11日の検討会には10人

の委員全員が出席、厚労省

の事務局がまとめた中間報

告案に沿って議論を進め

た。肺がん検診については

いくつかの検診受診率が公

表されているが、坪野吉孝

委員（東北大教授）が、資料

として添付されていた地域

保健・老人保健事業報告

（05年度）の肺がん受診率

が男18.8％、女25.0％と低

いのに、今秋実施された内

閣府の世論調査では「1年

以内に肺がん検診を受診し

た」と答えた人が男45.6％、

女37.1％で（グラフ参照）、

男では３倍近いきわめて大

きな開きがあることについ

て質した。

これに対し、厚労省は

「サンプル数が地域保健報

告では27万世帯もあるが、

内閣府の調査では3000サ

ンプルしかなく、サンプル

数が大きく違う。さらに２

つの調査では質問の仕方に

も違いがあり、それらが影

響した可能性もある。今後
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グ検査として実施すること

が適当だとした。

さらに検診間隔について

は国内の研究で２年前の検

診は有効でないとの結果が

得られているとし、毎年の

検診が適当だとした。また、

検診対象年齢は40歳以上

が適当との見解を示した。

検討会では、低線量ＣＴ

を利用したスクリーニング

検査について、現時点では

死亡率減少効果を判断する

根拠が不十分なため、対策

型検診としては勧められな

いとした。しかし、一部の

肺がん中間報告ほぼ了承
がん検診に関する検討会

黒川利雄がん研究基金
助成希望者を募集

応募締め切りは３月末。

研究基金運営委員会（委員

長、下瀬川徹・東北大教授）

が審査し、５月に結果を発

表、応募者に選考結果を通

知し、６月に助成金を交付

する。

問い合わせは同協会の研

究基金事務局（電話022－

263－1525、ファクス022－

263－1548）へ。

研究基金は同協会の初代

会長黒川利雄博士の遺志を

受けて平成元年に創設さ

れ、19年度までに81人に

5370万円が助成されている。

１個人、１団体または共

同研究グループで１件で、

推薦も１人１件となってい

る。

助成金総額は220万円

で、１件当たり100万円が

限度。応募希望者はホーム

ページ（www.miyag i -

taigan.or.jp）から申請書類

をダウンロードし、申請に

ついては郵送で、〒980－

0011仙台市青葉区上杉５－

７－30 財団法人宮城県対

がん協会「黒川利雄がん研

究基金」事務局あてに申し

込む。

宮城県対がん協会（久道

茂会長）は、がん予防・が

んの早期発見に関する若手

研究者への助成を目的にし

た「黒川利雄がん研究基金」

の平成20年度の助成希望

者を募集している。

応募資格は50歳未満の

個人および団体で、がんの

疫学および集団検診に関す

る調査、研究、開発とがん

の早期発見および治療に関

する調査、研究、開発が助

成の対象で宮城県対がん協

会の理事またはその研究者

の所属長の推薦が必要。
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（受診率向上については次

項に関係記事）

れ、有効な改善策の立案に

苦慮している実情が報告さ

れた。

診率向上対策の報告書や、

必要な場合には行政への提

言をまとめる方向で検討し

ている、と述べた。

また、来年度からスター

トする特定検診への取り組

みについて意見が交わさ

れ、具体的には結核予防会

が推進するヘルスデータバ

ンクについて、どう対応し

ていくかなどを議論した。

さらに、全国事務局長会

議や、対がん協会が主催し

ている各種の講習会につい

ても、今後のあり方につい

て議論した。このほか、各

県が持ち回りで開催してい

る全国大会のあり方や、８

月に50周年を迎える協会

の50周年記念行事につい

ても意見を交わした。

対がん協会の2007年度

ブロック代表委員会は12

月４日、東京の協会会議室

で開かれ、各ブロック代表

の青森、群馬、石川、鳥取、

佐賀と本部推薦の岩手県支

部の代表者が出席した。

席上、協会からは各支部

での受診率向上対策を検討

するため、今年5月に各支

部代表６人による受診率向

上委員会が設置され、10

月まで３回にわたって委員

会を開き、各支部の実情が

報告され、その結果、受診

率向上に向けて、現状と課

題を把握するため、検診対

象の住民や検診主体である

自治体を対象にしたアンケ

ートを計画中と報告。この

アンケート結果をもとに受

交換が行われた。

また、福井県支部からは

集団検診の医師確保に苦慮

する実情が、「医師がいな

いため、検診に穴があくの

ではないかとひやひやする

毎日が続いている」と報告

された。

この問題をめぐっては地

域の極端な医師不足の中

で、集団検診の医師確保が

きわめて困難になっている

状況が各支部から紹介され

た。一部の支部では都市部

の医師紹介業者を通じて、

検診医師を探す場合もある

との事例が紹介されて、関

心を集めた。

このほか子宮頸がんの原

因とされるHPV検査の導

入について各支部の状況

や、前立腺がんのマーカー

として利用されている

PSA検査の導入状況など

をめぐって活発な意見交換

が行われた。

協会の東海北陸ブロック

会議は12月６日、三重県

津市の三重県健康管理事業

センター（三重県支部）で

開かれ、東海北陸ブロック

の富山、石川、福井、静岡、

愛知、岐阜、三重の７県と

本部代表が出席した。

冒頭、三重県支部の草川

實副理事長が「検診機関を

取り巻く状況は非常に厳し

い」とあいさつし、本部の

関戸衛事務局長は「08年

は特定検診と公益法人制度

がスタートし、協会創立

50年という重要な節目の

年になる」と述べた。

各支部から提案された協

議事項では、受診者が年々

高齢化することにより、胃

集団検診を実施する場合に

バリウム誤嚥など万一の事

故を防ぐための対策をどう

するか、来年度から始まる

特定健診のがん検診への影

響と対策などについて意見

検診医師確保が課題
東海北陸ブロック会議

特定検診の影響を懸念
中国四国ブロック会議

が目立った。

各支部とも特定検診のが

ん検診への影響を心配して

おり、５年以内に受診率を

50％以上に引き上げると

いうがん対策推進基本計画

で示された目標達成へ向け

て、特定健診が不安材料に

なっていることをうかがわ

せた。

このため、がん検診と特

定検診との同時実施を望む

声が強かった。

また、最近のがん検診の

受診状況については、多く

の支部で減少傾向がみら

協会の中国四国ブロック

会議が11月21日、結核予

防会と合同で広島市で開か

れた。提案議題も両団体に

共通する特定検診、特定保

健指導に関するものが大半

を占めた。

全体的な取り組み状況か

ら、料金設定、市町村への

働きかけ、国保以外の政管、

共済、健保組合との契約状

況、データ管理、システム

開発など多岐にわたって熱

心に討議された。いずれの

問題も、まだ不透明な要素

が多く、検討中という支部

受診率向上などで意見交換
ブロック代表委員会

マンモグラフィ講習会 東京で

続いた。最終日の９日には

読影や筆記の試験が行わ

れ、受講者のうち８人がＡ

評価（指導者になれる）、

４人がＢ１評価（技術的に

は十分）、14人がＢ２評価

（基礎的知識に到達）と判

定され、認定資格を得た。

受講者全員に修了証を授与

した。

受講者へのアンケートで

は「ふだんはテキストだけ

の勉強なので、講習を受け

て分かったことが多かっ

た」と評価する声の一方

で、講習会のスケジュー

ルがややハードすぎるので

はないかという感想もあっ

た。

日本対がん協会、ＮＰＯ

法人マンモグラフィ検診精

度管理中央委員会共催の第

15回マンモグラフィ撮影

技術講習会は12月７日か

ら９日まで東京・江東区の

癌研有明病院で開かれた。

全国の対がん協会支部など

から48人が参加、３日間

の日程をこなした。

７日は協会兵庫県支部の

赤松暁氏が「検診の接遇」、

神奈川乳房画像研究会の石

川光雄氏が「マンモグラフ

ィの物理」、続いて専門家

がモニターの特性などにつ

いて講義した。翌８日は午

前８時過ぎにスタート、夜

まで講義やグループ講習が
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石川 がん検診、ＰＲ用パ

ンフレット、リーフレット

を作成し、効果的な活用を

行う。ミニ講演会の開催。

未受診者検診の実施（はが

きによる個別通知）。

福井 県、市、町の健康イ

ベントに積極的に参加し、

パネル展、乳がん自己触診

法の指導、啓発資料の配布

を行った。県の「元気長生

きがん予防推進事業」を受

けてショッピングセンター

を会場に「出前検診」とし

て乳がん検診、大腸がん検

診、パネル展示などを実施。

征圧月間を中心にがん講演

会を実施し、検診受診を啓

発した。

山梨 特別料金設定による

乳がん検診の実施。肺がん、

肝がん、乳がんと各がんに

対応したがん無料相談の実

施。がん検診啓発の懸垂幕

を作成し、掲示。

長野 がん患者の会「あけ

ぼの会」の依頼を受け、

「母の日キャンペーン」と

して松本市内の大型スーパ

ーでマンモ検診と資料配布

を実施。がん征圧月間に合

わせ、乳がん検診受診啓発

テレビ番組を地元民放局に

制作、放送を委託。その結

果、マンモ検診の問い合わ

せが増えた。

松本市健康フェスティバ

ルにおいて、肺がんＣＴ検

診、マンモ検診、パネル展

示、リーフレット配布。健

診担当者研修会において事

業団の医師が「がん検診に

関する検討会中間報告か

ら」と題し講演。

対がん協会は各支部が、がん検診受診率の向上策として、どのような取り組み
を行っているかアンケートを行った。回答のあった支部の取り組みは次の通り。

検診啓発事業の実施。「と

ちぎdeピンクリボン」を

県と共催。

女優の音無美紀子さんの

講演のほか、乳がん検診機

器などを展示し、検診受診

を呼びかけた。

群馬 県、郡市医師会、群

馬大学など関係機関と連携

し、精度管理の徹底のもと

に健診事業を実施するとと

もに、渉外担当部門の強化

により実施団体を訪問、受

診者の潜在的な掘り起こし

に努めた。

埼玉 子宮がん、乳がん検

診について、関係機関と調

整し、検診実施時間の拡大

を図った。また女性医師の

診察する回数の増加を図っ

た。検診者が受診しやすい

ように休日、祝祭日の検診

日の増加を図った。接遇の

改善に努めた。受診者ごと

の健診開始時間を設定、健

診待ち時間の短縮を図っ

た。健診による事故を分析

し、人為的な事故を削減し

た。

千葉 基本健康診査とがん

検診を同日に行う「総合健

診（ミニドック）」を実施

した。受診者にとって、検

診に要する時間の削減とな

り、満足度は高く、とくに

40代女性の新規受診者の

増加がみられたので、今後、

拡大に向けて努めていきた

い。

神奈川 検診事業は行って

いないが、ラジオ番組、が

ん講演会、がん相談などを

通じ、広く検診受診を呼び

かけている。

した受診勧奨を行った（07

年10月の朝日、毎日、山

形、読売の各紙にピンクリ

ボンフェスタの記事が掲載

された）

福島 昨年度、合併市町村

でがん関係も含めて、検診

が軒並み減少した反省から

各市町村に検診受診勧奨の

広報周知の徹底をお願いし

た。

その結果、胃がん検診の

減少傾向には歯止めがかか

らなかったものの、肺がん

喀痰は予算を、大腸がん、

PSAは前年度実績を上回

る予定。女性のがん関係で

は乳がんは増加、子宮がん

は減少傾向にある。広報周

知の方法などを今後も協

議、検討していきたい。

茨城 市町村担当課長らを

集めた推進会議の開催。総

合、休日、夜間健診の推奨。

追加（もれ者）健診の推奨。

市町村など主催の健康まつ

りでがん予防パンフレット

の配布。機関紙の配布。広

告媒体（新聞、ラジオ、電

光掲示板）の利用。

栃木 「安心と快適」をキ

ーワードに、より快適に受

診してもらえるよう受診者

アンケートなどを参考に人

間ドック施設をリニューア

ル。胃内視鏡専用検査室を

新設。胸部、胃部、乳房エ

ックス線装置をすべてデジ

タル化。

女性専用エリア（婦人が

ん検診）やマンモグラフィ

撮影室の新設。待合室、更

衣室の改修。

県と共催で乳がん予防・

北海道 胃がん検診60歳、

子宮がん検診30歳の対象

者にはがきによる個別勧奨

の実施。受診歴のある方で

その後未受診の方へはがき

で個別勧奨の実施。平日受

診できない方のため１～３

月に隔週で日曜日検診を実

施。

市町村別に検診周知方法

として新聞折り込みチラシ

の配布を実施。

青森 市町村や事業所など

へ健診受診継続のお願いや

新規事業所への健診ＰＲな

ど渉外広報課職員が直接訪

問し、渉外活動を展開。テ

レビ・ラジオＣＭを企画・

放送し、受診勧奨。すべて

の健診会場に投書箱（お客

様声レター）を設置し、健

診スタッフの態度や健診の

流れについて意見を聴き、

苦情や問題点については即

応するよう、改善に努めて

いる。

岩手 胃、大腸、乳、子宮

がん検診について、オリジ

ナル・パンフレットを作

成、希望市町村に無料配布

した。

宮城 みやぎよろこびの会

「がん治癒者の会」の方々

と広報車により胃がん検診

受診勧奨をＰＲ。

秋田 受診率向上を図るた

め、事前にパンフレットを

受診予定者に配布。未受診

者対策として、実施主体と

の打ち合わせにより、日程

を追加して検診を実施して

いる。

山形 テレビ、ラジオ、新

聞などマスメディアを利用

受診率向上への取り組み 各支部から
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コースにおける予約者の未

受診者に対し、健診日程が

３日以上の市町村で、市町

村の許可が得られた場合、

勧奨の電話を実施。翌日実

施する胸部、胃部検診の広

報を１カ月間、17時以降

に夜間広報した。翌日実施

する胃がん、子宮がん、乳

がん検診の会場を地方紙朝

刊に掲載。

大分 検診対象者把握調査

に基づき、事前に受診者へ

検診キットの直接発送と受

診勧奨、検診日時などの案

内を行った。日程、受診時

注意事項などを記載した広

報用ポスターを事前に検診

会場に掲示。女性検診とし

て子宮、乳、骨検診を複合

実施し、女性をターゲット

にした検診日程を強化し

た。

鹿児島 結核成人病予防婦

人会と共催の「保健福祉学

習大会」で当センター所長

の講演やがん検診チラシ配

布を通じ、受診を勧奨。各

地の結核成人病予防婦人会

や老人クラブ連合会に、が

ん検診チラシの配布による

検診受診勧奨を委託。鹿児

島市内の健康祭りに当セン

ターから保健師、看護師、

栄養士、事務職員が参加し、

健康相談、栄養指導、各種

検診をＰＲ。

鹿児島市の住民検診（基

本健診、各がん検診）日程

を町内会組織を通じて配

布。また、検診前日に広報

車で受診の呼びかけ。当セ

ンターの検診案内などを載

せたクリアフォルダーやポ

ケットティッシュをイベン

ト時に配布。

がわ」を通して、各地で女

性団体や専門学校生を対象

にした講演会を行ったほ

か、検診を受けやすい環境

についてアンケート調査し

た。

マンモ検診ではピンクリ

ボンかがわ県協議会（事務

局・当支部）の活動に協力、

県民公開講座の開催やポス

ター、リーフレットの作成、

配布を行うとともに、各種

団体に働きかけてマンモ検

診の受診率向上を推進し

た。

大腸がん検診では採便容

器を希望者に直接郵送する

などして受診率向上に努め

た。また、受診者数により

検診料金を変える逓減型従

量課金方式を採用。それと

は別に市町には受診率向上

対策特別料金を設定し、受

診率による逓減型従量課金

方式を導入した。

福岡 ストップ・ざ・がん

ボランティアの会のボラン

ティア活動を通じ、街頭で

アピール。ＮＰＯ法人ハッ

ピーマンマの支援を通じ、

マンモ無料検診を実施。

佐賀 精度管理、検査技術、

検診従事者の知識、技術、

接遇の向上に取り組んだ。

また委託先のニーズに対応

できるようにした。

長崎 各市町を対象に検診

当日および前日に受診を呼

びかける広報車を運行させ

た。前年度に引き続き、土

日祝日健診、夜間健診を実

施した。

熊本 前年度受診者で今年

度末受診者に申し込みから

検診日まで１カ月以上の場

合に勧奨はがき。総合健診

時間指定制の導入、③他の

健診、検査とのセット化に

変更してもらうよう渉外活

動を行っている。

和歌山 各市町村、事業所

での打ち合わせなどあらゆ

る機会に受診率向上を保健

師や担当者に働きかけてい

る。

鳥取 新規の取り組みとし

て「早期発見・早期治療の

決め手はがん検診」（胃が

ん検診を重点）というリー

フレットを作成、継続受診

勧奨のため、受診者に配布

することにした。

島根 子宮がん検診でＨＰ

Ｖ検査も同時実施したが、

受診者の減少は見られなか

った。

岡山 実施市町に受診率向

上の呼びかけを行い、リー

フレットの配布や夜間検診

を実施した団体では受診率

が向上した。また、啓発パ

ンフレットを購入し、イベ

ントなどで配布した。

広島 市町担当者、事業所

担当者への勧奨。学校教職

員への実施勧奨。

徳島 各市町村を訪問し、

受診率向上のお願いをする

とともに、市町村からの要

望などを聞いた。

香川 がん検診希望調査、

案内業務を市町から受託す

る形で推進し、がん検診の

受診率向上、とくに初回受

診率の向上を図った。肺が

ん検診では高喫煙者に対す

る胸部エックス線と喀痰細

胞診の併用検診を推進し、

喀痰細胞診の受診率向上を

図った。

子宮がん検診については

「子宮がん検診対策会議か

事業団ががん検診の取り

組み、高精度機関であるこ

とをＰＲ。

静岡 検診事業は行ってい

ないが、各市町に出向き、

がん予防講演会の開催（６

市）、乳がん自己検診法、

マンモなどの普及キャンペ

ーンを実施した。（22市町）

愛知 受診者増加への取り

組みとして、健康診断を行

っている事業所に対し、が

ん検診を勧める。閑散期料

金を設定し検診を勧めてい

る。最低料金を設定して検

診を行う。

三重 市町を巡回して、新

しい情報の提供や精度管理

の取り組みなど、担当者に

対して研修会を実施。住民

へのＰＲ資料の提供。

滋賀 滋賀県女性のがん検

診普及啓発事業。滋賀県が

ん検診精度管理事業（とも

に県の委託事業）。琵琶湖

ピンクリボンフェスタ

2007の後援。

京都 市町村の健診担当者

と協力し、受診率向上を意

識した打ち合わせを行い、

さまざまな場面でサービス

向上につながるようにして

いる。

たとえば、待ち時間の短

縮を図るための呼び出し、

待ち時間に啓発ビデオを利

用する。

兵庫 受診者増に伴う受け

入れ体制の整備。受診者を

増やすためには健診機器や

スタッフの確保が必要だ

が、高価な医療機器や不足

がちなスタッフは簡単に整

備できない。

そこでがん検診を①午前

健診の１日検診化、②健診

受診率向上への取り組み 各支部から
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子宮頸がん検診　低い受診率
自治体は予算に制約 －研究会が調査報告書－

を決め、実施していると答

えた自治体も17％あった。

（グラフ上）定員制の自治

体にその理由を聞いたとこ

ろ、「予算の関係」が30.5％、

「検査施設や医師が少なく

対応できる人数が限られて

いる」が28.4％、「日程が

限られており、期間内に希

望者全員を検診できない」

が22.8％あり、予算や施設、

医師の制約を上げる自治体

が目立った。

一方、健保組合と共済組

合を対象にした職域調査で

は1500組合のうち269組合

の回答が得られただけで、

健保や共済の関心の低さが

目立った。検診を実施して

いる組合でも20代からの

45％、年1回

の受診として

いる自治体は

53 . 4％あっ

た。年１回の

自治体は３分

の２が「毎年

受けてもらっ

た方が精度が

よい」と答え、

２年に１度の

自治体では

94.4％が「国

の指導に従っ

ているから」

と答えた。

子宮がん検

診に何らかの

条件を設定し

ている自治体

は全体の83

％。偶数年齢

または奇数年

齢での実施が

18.7％、定員

子宮頸がんによる死亡率

の低下を目指す「子宮頸が

んから女性を守るための研

究会」（代表、大村峯夫・

日本婦人科がん検診学会理

事）は子宮頸がんに関して、

検診対象の一般女性、検診

を提供している全国の自治

体、健保と共済組合を対象

にしたアンケートを実施

し、その結果を発表した。

それによると、定期的な子

宮頸がん検診の受診者は

17.5％に過ぎず、一度も検

診を受けたことがない人は

67.9％を占めた。さらに、

自治体のうち８割までが受

診期間の限定や定員制の導

入など検診に何らかの条件

を設定していることがわか

った。

女性に対する調査は首都

圏と近畿圏の20歳から55

歳までの983人に対しイン

ターネットを通じて実施さ

れた。年１回または２年に

１回定期的に受診している

人は全体で17.5％だった

が、20代では3.9％と極端

に低く、比較的検診率の高

い40代、50代でも27％台

にとどまった。一方、全国

の自治体への調査によると

検診受診率は全体で12％、

もっとも高い60代で17.3％

だったが、20代は3.2％で

ほとんどの人が受診してい

なかった。（グラフ下）

子宮頸がんは04年に、

国のがん検診指針が、それ

までの30歳以上、毎年実

施から、20歳以上、２年

に１回と改定された。この

指針に沿って２年に１回検

診を実施している自治体は

が、99％はヒトパピロー

マウイルス（ＨＰＶ）の感染

が原因。早期発見すればほ

ぼ100％完治し、妊娠・出産

も可能。欧米では検診受診

率が80％を超えており、

日本に比べ発生率も低い。

研究会では「20歳以上

の女性全員に子宮がん検診

の実施案内を徹底するよう

にしてほしい。とくに自治

体には検診のための予算確

保と、定員制を取っている

ところはその廃止を望みた

い。また、健保や共済組合

も被保険者本人、被扶養者

に検診の機会を提供するよ

う取り組み、検診受診率向

上に努力してほしい」と話

している。

組合は31.1％、被保険者本

人でも20代での受診者は

21.1％しかなかった。

さらに、受診していない

人に「受診しない理由」を

聞いたところ（複数回答）、

「時間がない／面倒」と答

えた人が45.9％とほぼ半数

を占めた。次いで「費用が

かかる」30.2％、「受診手

続きがわからない」28.5％、

「検診方法がわからないの

で不安」27.2％で、受診の

機会や受診の方法が広報さ

れていないための未受診が

目立った。

子宮頸がんは国内で年間

約2500人が死亡している。

20代、30代の女性の中で

は最も発生率の高いがんだ



れた。このオークションの

売上金とイベント入場料、

合計94万680円がゴルフネ

ットワークの岩本郁子社長

から、対がん協会の広瀬幸

雄理事長へ手渡された。こ

の寄付金は乳がん征圧のた

めに活用される。

このイベントの模様は

法などを語っ

た。また今年

を振り返りな

がら来シーズ

ンへの抱負を

述べた後、フ

ァッションや

結婚観、理想

の男性のタイ

プなどへ話が

広がった。

トークショ

ーの後は参加

した観客のお

ＣＳゴルフ専門テレビの

ゴルフネットワークが、乳

がん早期発見の大切さを訴

えるピンクリボン・チャリ

ティトークを12月12日、

東京・恵比寿で開いた。05

年からゴルフ場で実施され

ていたイベントだが、３年

目にあたる今年は舞台を都

心のホールに移し、より多

くの人が参加できるように

なった。自らが乳がんを患

った山田邦子さんを司会

に、上原彩子、大塚有理子、

馬場ゆかり、藤田幸希とい

う４人の人気女子プロゴル

ファーが顔をそろえた。

まずは山田さんが乳がん

経験を披露し早期発見、早

期治療がいかに大切かを訴

えると、４人のプロはそれ

ぞれピンクリボン運動に対

する認識と自分自身の健康
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12月29日にゴルフネット

ワークで放送され、全国の

ゴルファーにピンクリボン

運動への理解や協力を呼び

かけた。同番組は同じジュ

ピターTVカンパニーグル

ープの女性向けエンタテイ

ンメントチャンネルLaLa

TVでも放送される予定。

ピンクリボン・チャリティトーク
山田邦子さんと女子プロ

ピンクリボン・チャリティトーク
に参加した山田邦子さん（中央）
と上原彩子、大塚有理子、馬場ゆ
かり、藤田幸希（左から）の女子プ
ロゴルファーのみなさん

待ちかねであるチャリティ

オークション。４人のプロ

のほか、古閑美保、藤井か

すみプロも数々のゴルフグ

ッズを提供した。プロの名

入りのキャディバッグ、プ

ロオリジナルのドライバー

など、特に人気の高い商品

はどんどん値が吊り上げら

腺がんのうち37％は夫か

らの受動喫煙がなければ起

きなかった、と推定した。

今回の研究では、妻が夫

と同じ部屋で過ごしている

時間や家庭以外での受動喫

煙については調査していな

いが、研究班では「肺がん

予防に最も有効なのは喫煙

をしないことだが、他人の

たばこを吸う受動喫煙の機

会もできるだけ避けるのが

望ましい」と指摘している。

本未満では1.7倍、20本以

上は2.2倍で、本数が多い

ほど肺腺がんのリスクが高

まる関係がみられた。

今回の調査対象のうち、

夫がたばこを吸っている人

は49％でほぼ半数、25％

がたばこをやめ、26％は

吸わないと回答している。

研究班はこの数字から夫

の受動喫煙による肺がんの

リスクを計算したところ、

たばこを吸わない妻の肺の

歳のたばこを吸わない女性

約２万8000人の長期追跡

調査を行った。平均して

13年にわたって追跡した

結果、期間中に109人の女

性が肺がんと診断された。

このうちたばこを吸わない

人の肺がんの大部分を占め

る腺がんについて調べたと

ころ、夫がたばこを吸い、

妻が受動喫煙にさらされて

いるグループの肺の腺がん

は受動喫煙のないグループ

の約２倍になることがわか

った。

さらに、夫の喫煙本数別

にみると、受動喫煙のない

グループに比べ、日に20

厚生労働省研究班（主任

研究者、津金昌一郎国立が

んセンター予防研究部長）

による多目的コホート研究

の結果、夫からの受動喫煙

によって、たばこを吸わな

い女性の肺がんリスクが、

夫が吸わない場合に比べ、

明らかに高まることがわか

った。研究班ではこの結果

を国際的ながん専門誌に発

表した。

研究班はさまざまな生活

習慣とがんや脳卒中、心臓

病など病気との関係を明ら

かにするため、岩手、長野、

長崎、沖縄など８県の９保

健所管内で、40歳から69

妻の肺がんリスク上昇
夫からの受動喫煙



ＴＡ）は20歳以上の参加

選手に乳がん検診を義務付

けており、杉山選手も毎年、

マンモグラフィ検診を受け

ている。

「テニス選手仲間でも、

オーストリアの双子の若い

選手が二人ともがんになっ

て化学療法を受けるなど、

私たち選手にとってもがん

は非常に身近な問題です。

乳がんは検診で早期発見す

れば治るがんですから、検

診が第一。私たちもふだん

から健康管理には十分、気

をつけるようにしていま

す」と話した。

プロテニス選手は長いシ

ーズンを終える12月がオ

フだが、「オフは年に１度。

１月にはオーストラリアに

向かいます」とあわただし

女子プロテニス選手の杉

山愛さんが12月11日、日

本対がん協会を訪れ、「乳

がんをなくす　ほほえみ基

金」に今年の白星の数であ

る60万円を寄付した＝写

真。杉山さんの寄付は05

年以来、３年連続となる。

杉山さんは広瀬幸雄・理

事長に寄付の目録を手渡

し、協会は杉山さんに感謝

状を贈った。

杉山さんは05年から公

式戦１勝に１万円を目標に

「ほほえみ基金」への寄付

を続けており、今年はシン

グルス、ダブルスの合計で

60勝を上げ、白星の数と

同じ60万円を寄付した。

杉山さんの05年からの寄

付合計は191万円になる。

国際女子テニス連盟（Ｗ

杉山愛さんが乳がん征圧に協力
「ほほえみ基金」に3年連続の寄付
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い日程を縫っての協会来訪

となった。

「08年は北京オリンピ

ックの年。もう１年しっか

りと頑張りたい」と、力強

く新年の抱負を語った。

寄付の目録を広瀬理事長に手
渡す杉山愛さん（左）


