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いるものとみられる。

一方、がん検診の成績で

は胃がんが要精検率9.8％、

精検受診率78.7％、がん発

見数2976人で、がん発見

率は0.12％だった。乳がん

は問・視触診（エックス線、

超音波）が要精検率7.5％、

精検受診率88.6％で、がん

発見数2296人、がん発見

率は0.23％だった。

がん発見率が高かったの

は前立腺がんで、要精検率

6.6％、精検受診率は64％、

がん発見数1802人で、が

ん発見率は0.63％。大腸が

んも要精検率6.2％、精検

受診率67.6％、がん発見数

3294人で、がん発見率は

0.16％だった。

（４、５面に関係記事。「2006

年度がん検診の実施状況」

Ａ４判、138ページは１部2000

円（税、送料込み）で頒布中。

で9.16％の減。一方、減少

率が大きいのは子宮体がん

で23.38％の減、甲状腺が

んが20.5％の減だった。胃

がんは1.65％の減少、ピン

クリボン運動の普及で関心

が高まっている乳がんも検

診受診は0.66％の微減とな

った。子宮頸がんと子宮体

がんの減少は、「検診は２

年に一度」とする国の検診

ガイドラインの影響が出て

日本対がん協会の各支部

による2006年度（平成18

年度）のがん検診受診者は

延べ1133万5108人で、前

年の05年度に比べ５万

6905人増加し、0.5％の微

増となった。検診受診者が

増加に転じたのは03年度

以来３年ぶり。1960年に

支部検診が始まってからの

受診者累計は２億6176万

2121人、がん発見数は27

万8687人となった。

部位別に見ると、検診を

実施している９部位のうち

前年度に比べ増加したのは

肺、大腸、肝胆膵腎、前立

腺の４部位。肺がんは前年

比4.74％の16万8205人も

増加し、検診全体の受診者

を押し上げた。肝胆膵腎、

前立腺は受診者が25万か

ら30万人と少なかったが、

伸び率が19.01％、14.25％

と大きかった。

減少数が大きかったのは

子宮頸がんの12万3556人

対がん協会支部のがん検診実施状況

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、03－5218－7070（相談予約専用電話）へ。

がんホットライン 月～金　午後1時～4時

03－5218－4776

06年度の受診者は1133万人

主
な
内
容

２面　厚労省のがん関係予算
３面　がん診療連携拠点病院を承認
４面　各種がん検診の概況
５面　部位別がん検診の受診者数
７面　乳がん啓発セミナー全国で

がん臨床研究成果発表会



新年度予算案での全体

236億円（今年度212億円）

★放射線療法および化学療

法の推進ならびに、こ

れを専門的に行う医師

らの育成

54億円（同54億円）

★治療の初期段階からの緩

和ケアの実施

７億円（同５億円）

★がん登録の推進

3200万円（同2200万円）

★がん予防・早期発見の推

進とがん医療水準均て

ん化の促進

83億円（同66億円）

★がんに関する研究の推進

91億円（同87億円）

「がん登録の推進」には

3200万円（今年度2200万

円）が計上された。国立が

んセンターで院内登録を進

めるほか、がん診療連携拠

点病院で精度の高いがん登

録を実施するための支援な

どを行う。

「がん予防・早期発見の

推進とがん医療水準均てん

化促進」には全体の３分の

１強にあたる83億円（今

年度66億円）があてられ

る。がん予防・早期発見の

推進は44億円だが、とく

に乳がん検診をさらに推進

する目的で、がん診療連携

拠点病院に、精密検査に用

いるマンモコイルの緊急整

備事業の予算が計上された。

マンモコイルはＭＲＩ装置

に付属させ、乳がん精密検

査の精度を向上させる機器

で、全国で110施設の整備

が予定されている。さらに、

がん検診および普及啓発の

推進として、乳がん検診の

マンモグラフィの診断支援

事業実施やがんの精度管理

を担う検診従事者の育成、

一般市民向けのがんの予防

や啓発パンフレットなどの

作成予算なども計上された。

がん医療水準均てん化事

業には40億円を計上、国立

がんセンターがん対策情報

センターで、がん医療に関

する最新情報の収集、蓄積、

分析、発信を行う。さらに

都道府県がん対策推進計画

に基づく、都道府県独自の

先駆的な事業を支援したり、

がん診療連携拠点病院での

遠隔病理診断を可能にした

厚生労働省はこのほど、

平成20年度（2008年度）の

予算案を発表した。昨年６月

に策定された「がん対策推

進基本計画」を踏まえ、「総

合的かつ計画的ながん対策

を推進する」として計上さ

れたがん対策予算の総額は

236億円で、昨年比11.1％、

24億円の増額となった。

厚労省の医療関係予算全体

では1.6%の伸びだった。

がん関係予算のうち５分

の１強にあたる54億円

（今年度同額）が「放射線

療法・化学療法の推進と専

門医の育成」にあてられる。

全国のがん診療連携拠点病

院（280カ所から358カ所

程度に増加）に、先進的な

治療機器を整備するととも

に、がん医療の専門的な知

識、技能を有する医師、看

護師、薬剤師、診療放射線

技師などを養成するための

研修を実施する。

また、「治療の初期段階

からの緩和ケアの実施」に

７億円（今年度５億円）が

あてられる。がん診療に携

わる医師に、緩和ケアやコ

ミュニケーション技術など

の研修をしたり、医療用麻

薬を適正に使用するため、

医療関係者向けの研修会や

マニュアルを作成したりす

る。また、在宅での緩和ケ

アを希望する患者に在宅緩

和ケア支援センターで総合

的な相談・支援を行ったり、

医療従事者への研修や在宅

ホスピスケアを推進したり

するアドバイザーの派遣事

業なども実施される。
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りする体制整備事業にもあ

てられる。

最後に、がん予算全体の

ほぼ４割にあたる91億円

（今年度87億円）が「がん

に関する研究の推進」に投

入され、がん死亡者減少、患

者や家族の苦痛軽減や療養

生活の質の向上・維持を図

る研究の推進にあてられる。

新年度予算案は１月18

日開会の通常国会で審議さ

れ、政府は年度内の成立を

目指している。

厚労省のがん関係予算
前年度比11％増 236億円

マンモコイル整備事業も実施へ

厚労省のがん関係予算一覧

数）の１月～７月分までを

基礎資料として推計された

もの。毎年１月、厚労省か

ら発表されている。

厚生労働省は１月、

2007年の人口動態統計の

年間推計を発表した。それ

によると死亡者総数は110

万6000人で、06年の108万

4450人より約２万2000人

増と推計されている。その

うち、がんによる死亡者は

33万6000人と推計され、

1981年以来、３大死因の

トップを占め続けている。

２位の心疾患は17万3000

人、３位の脳血管疾患は

12万7000人と推計され、

06年に比べ、ほぼ横ばい

となった。がんによる死亡

者は06年が32万9314人だ

ったため、07年推計では

６千人余りの増加となって

いる。３大死因の中では、

がんによる死者の増加傾向

が際だっている。

この年間推計値は人口動

態統計速報の同年１月～10

月分までと同統計月報（概

昨年のがん死者
33万6000人と推計
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富山　県立中央病院

石川　金沢大病院

福井　県立病院

山梨　県立中央病院

長野　信州大病院

岐阜　岐阜大病院

静岡　県立静岡がんセンタ

ー

愛知　愛知県がんセンター

中央病院

三重　三重大病院

京都　府立医大病院

大阪　府立成人病センター

兵庫　県立がんセンター

奈良　★県立医大病院

和歌山　県立医大病院

鳥取　★鳥取大病院

島根　★島根大病院

岡山　岡山大病院

広島　広島大病院

山口　山口大病院

徳島　県立中央病院

愛媛　四国がんセンター

高知　高知大病院

福岡　★九州がんセンター

★九州大病院

佐賀　県立病院好生館

長崎　長崎大病院

熊本　熊本大病院

大分　★大分大病院

宮崎　★宮崎大病院

鹿児島　鹿児島大病院

沖縄　★琉球大病院

一部委員から示された。厚

労省は「都道府県にはその

点も見据えて病院の推薦を

お願いしている。独自に放

射線医療設備の整備を計画

している県もあり、もし国

の拠点病院を外れても、県

独自の指定を受ける方法も

ありうる」との見解が示さ

れ、指定基準の強化は大筋

では了解された。

◇

都道府県拠点病院は次の

通り（★は新規指定。地域

拠点から都道府県拠点への

指定替えを含む）。

青森　★県立中央病院

岩手　★岩手医大病院

宮城　県立がんセンター

東北大病院

秋田　秋田大病院

山形　★県立中央病院

福島　県立医大病院

茨城　★県立中央病院

栃木　県立がんセンター

群馬　群馬大病院

埼玉　★県立がんセンター

千葉　千葉県がんセンター

東京　★都立駒込病院

★癌研有明病院

神奈川　県立がんセンター

新潟　県立がんセンター新

潟病院

れたが徳島県推薦の1病院

は「規模が小さすぎる」と

認められなかった。また手

術数などが少ない４病院に

ついては再度、県にデータ

の提出を求め、基準を満た

しているかどうか再検討す

ることになった。

検討会ではがん診療連携

拠点病院の整備に関する厚

労省の指針案も提出され、

都道府県拠点病院は都道府

県に１カ所、連携拠点病院

は都道府県の２次医療圏ご

とに１カ所の整備という指

針が明記される。

さらに放射線療法・化学

療法の診療体制を強化する

ため、放射線療法の専任医

師と専従技師を１人以上配

置し、病院に放射線治療機

器を設置すること、化学療

法についても専任医師と専

任薬剤師の１人以上の配置

などが盛り込まれた。さら

に緩和ケアチームを組織上

明確に位置づけ、専任医師、

専従看護師の配置を義務づ

けることになった。さらに

院内に各専門科の医師で構

成するキャンサーボードの

設置や主治医以外の専門を

異にする医師によるセカン

ドオピニオン提示体制の確

立、専従病理医の配置など

も盛り込まれた。

いずれも連携拠点病院の

質的充実を図るのが狙いだ

が、これには「放射線医療

機器の設置を義務づけると

指定病院でも次回、２年後

の更新時には基準を満たさ

ない病院が２、３割も出る

おそれがある」との懸念が

厚労省の「がん診療連携

拠点病院の指定に関する検

討会」（座長・垣添忠生国

立がんセンター名誉総長）

は17日、第４回会合を開

き、都道府県から推薦のあ

った病院の新規指定と更新

について検討した（写真）。

その結果、都道府県拠点病

院については複数の推薦が

あった東京と福岡について

は申請通り承認したが、滋

賀県については複数指定を

見送り、47病院が指定さ

れた。また、都道府県から

推薦のあった新規指定と更

新も304病院のうち、１病

院を見送り、別の４病院に

ついて再調査することにな

った。この結果、既指定分

を含め、全国の「がん診療

連携拠点病院」は286から

350病院程度に増えること

になる。

都道府県の拠点病院は現

在32病院が指定されてい

る。このうち、宮城県の２

病院をのぞき、30府県で

は１病院ずつが指定されて

いる。今回、２病院の推薦

があったのは東京、滋賀、

福岡の３都県。このうち東

京、福岡は「人口が多いう

え、病院間の役割分担が図

られている」と推薦通り承

認されたが、滋賀県は「一

つに絞るべき」と県に再考

を求めることになった。そ

れ以外の各県からの申請は

そのまま承認された。

また、拠点病院の更新申

請は都道府県の推薦通り、

承認された。新規申請につ

いてはほぼ推薦通り承認さ

がん診療連携拠点病院
厚労省の検討会が承認

全国で
350カ所
程度に
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子宮頸がん予防ワクチン
2社が昨年、承認申請

欧米各国では承認相次ぐ
マウイルス（ＨＰＶ）の感

染。ＨＰＶはごくありふれ

たウイルスで70から80％

の女性が一生のうちに一度

は感染するとされている。

大多数の人は感染しても発

症しないが、一部が何年か

後に発症する。子宮頸がん

は、国内では20から30代

の女性に増えていることが

大きな問題になっている。

両社のワクチンは全体のＨ

ＰＶ感染のうち、約７割の

ＨＰＶ感染を予防する効果

があるとされている。

メルク社のワクチン「ガ

ーダシル」は一昨年６月、

米国とメキシコで承認され

た。ＧＳＫ社の「サーバリ

ックス」は昨年５月、オー

ストラリアで初めて承認さ

れた。両社のワクチンはそ

の後、欧州やアジアの各国

毎年約2500人の女性が

死亡し、若い世代に患者が

増えている子宮頸がんを予

防するため、製薬会社２社

が昨年秋から暮れにかけて

子宮頸がん予防ワクチンの

承認申請を行った。子宮頸

がんはウイルス感染が主な

発症原因とされ、承認され

ればがんをワクチンで予防

する新たな道が開けること

になる。

予防ワクチンの承認申請

を行ったのは英グラクソ・

スミスクライン（ＧＳＫ）

社の日本法人と米メルク社

子会社の万有製薬。それぞ

れ、昨年９月と11月に申請

した。子宮頸がんワクチン

を製造しているのは世界で

もこの２社だけ。

子宮頸がんの主な原因は

性交渉によるヒトパピロー

子宮頸がんについては、

年一回の子宮頸がん検診

（細胞診検査）を受診する

ことがもっとも有効とされ

ているが、欧米での受診率

が７、８割ときわめて高い

のに比べ、日本では２割程

度にとどまっている。

早期発見すれば100％完

治し、妊娠・出産も可能と

されており、がん検診受診

率の低さが問題になってい

る。

などで、相次いで承認され

ている。

子宮頸がんは世界では毎

年約24万人が亡くなって

いる。日本では毎年約

7000人が発症し、約2500

人が死亡している。

厚労省では「国内でのデ

ータがそろい次第、慎重か

つ迅速な審査をしたい」と

しており、承認が相次ぐ各

国の状況から国内での承認

も比較的近いとみられる。

局がんとで比較したとこ

ろ、緑茶をよく飲む人は進

行前立腺がんのリスクが低

くなっていることがわかっ

た。１日５杯以上飲むグル

ープと１杯未満のグループ

との比較では進行がんのリ

スクが約50％低下した。

緑茶はカテキンという物

質を多く含んでおり、カテ

キンは細胞の増殖を抑える

ことで発がんを抑制する作

用が報告されている。さら

にカテキンは前立腺がんの

危険因子の候補とされる男

性ホルモン・テストステロ

ンのレベルを下げる効果が

あり、前立腺がんのリスク

が低くなる可能性もある。

研究班では「今回の結果

から緑茶による進行前立腺

がんの予防効果が期待され

るが、緑茶と前立腺がん全

体の関係を判断するにはさ

らに研究を進める必要があ

る」と指摘している。

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、緑茶をよく飲む人

は進行前立腺がんのリスク

が低いことがわかった。こ

れは同研究班が岩手、秋田、

長野、茨城、長野、大阪、

長崎、沖縄など９府県の保

健所管内の40歳から69歳

までの男性約５万人を

2004年まで、11年から14

年間追跡した結果。

追跡期間中に404人が前

立腺がんと診断され、うち

114人はがんが前立腺を超

えて広がっている進行性、

271人は前立腺にとどまっ

ている限局性の前立腺がん

とわかった。

この人たちを緑茶の飲用

習慣で分けて見たところ、

緑茶の飲用と前立腺がん全

体のリスクに関係はみられ

なかったが、進行がんと限

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」は03－

5218－4776で変更はない

（月～金曜の午後１時から

４時まで）。予約は不要。

また、協会内にある「が

ん対策のための戦略研究推

進室」に03－5218－6051、

「がん医療水準均てん化推

進事業担当」に03－5218－

6055の直通電話がそれぞ

れ新設された。両者の専用

ファクス（03－3215－0522）

も設置済みで、すでに運用

を開始している。

日本対がん協会は、がん

専門医による面接相談と電

話相談を無料で実施し、好

評を得ているが、最近、相

談の申し込みが大きく増え

ているのに対応するため、

１月から医師による面接と

電話相談の予約を受け付け

る専用電話を設置した。電

話番号は03－5218－7070で、

月曜から金曜までの午前

10時から午後５時まで受

け付けている。医師による

面談は１回30分、電話相

談は20分まで。

看護師とソーシャルワー

相談予約専用電話を新設
戦略研究推進室も独立番号に

進行前立腺がん
緑茶がリスク低減に効果



見、早期診断」と話すのを

受講者はメモを取りなが

ら、熱心に見入っていた。

セミナー修了後のアンケ

ートでは「祖母が２度手術

を受けているので人ごとで

はありません。きちんと検

診をうけなくてはいけない

と思いました」「仕事をや

めて専業主婦になってから

は、検診をうける機会が減

ったが、今年は受診したい」

「年齢が住民検診の対象よ

り若く自己負担が大きいの

で、毎年受けることにはた

めらいがあるが数年おきに

日本対がん協会と住友生

命保険は１月から共同で、

同社の女性顧客と女性営業

スタッフを対象に、「乳が

ん検診のすすめ」と題した

乳がん啓発セミナーを全国

で開催している。第一回は

大阪府吹田市で16日に開

かれ、東日本では21日に

東京・渋谷で第一回のセミ

ナーが開催された（写真）。

渋谷区の会場では渋谷支

社の野崎支社長が約100人

の受講者を前に、「昨年10

月からピンクリボン運動に

協賛した。がんに関する保

険商品を販売しているが、

一番いいのはそうなる前に

乳がんを早期発見、完治す

ることだ」とあいさつ。

次いで、協会本部で「が

んホットライン」の相談員

をしている看護師の柳澤ハ

シヱさんが、乳がんになる

人は年間４万人もいる現

状、血縁者に乳がんがいる

とリスクは２倍になるが、
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でも受けるようにしたい」

など率直な感想が多数寄せ

られ、啓発セミナーの開催

を評価する声が目立った。

このセミナーは、４月初

めまでに北海道、岩手、宮

城、栃木、埼玉、千葉、東

京、神奈川、静岡、新潟、

愛知、滋賀、大阪、広島、

徳島、愛媛、福岡、佐賀な

ど全国の都道府県で延べ

30回以上にわたって開催

する予定が固まっており、

開催地の地元や隣接する対

がん協会支部の全面的な協

力を得て講師が派遣される。

乳がん啓発セミナー
住友生命と全国各地で共同開催

なった人の７～８割は血縁

者に患者がいないなどのデ

ータを紹介、早期発見には

検診が最重要だと指摘し

た。

さらに乳がんがどうして

できるのか、どれくらいか

ら発見できるのかなど乳が

んの基礎知識をＱ＆Ａ方式

でわかりやすく解説した。

また、乳がん検診の実際、

市区町村への申し込み方

法、検診費用などについて

も詳しく触れ、東京都の調

査では受診率が市区町村の

検診で12.4%、職域4.2%、

個人的な受診14.7%と欧米

に比べ、著しく低い現状を

説明、積極的受診を呼びか

けた。

このあと、対がん協会制

作の「乳がんあなたは大丈

夫？　がん検診を受けまし

ょう」のビデオが上映され

た。女優の音無美紀子さん

ら乳がん経験者が、「乳が

んへの最善の対策は早期発

立や病理診断などに関する

研究と並行して、緩和ケア

や在宅医療推進、自治体の

がん対策の現状分析、がん

の症例登録とコンピュータ

ーシステム、がん患者の

QOL（生活の質）向上や

介護、相談支援センターの

あり方、がん医療従事者の

育成、がん診療連携拠点病

院の機能強化など、がんを

取り巻く広範な課題が採択

されている。

発表された研究成果の抄

録は、発表会を主催した日

本対がん協会ホームページ

上のがん臨床研究推進事業

の項に掲載されている。

開かれており、がん対策基

本法が施行された今年度

は、採択課題が昨年度の

45件から大きく増えた。

従来から積み上げられてき

た標準的治療法の開発・確

究費補助金で行われてい

る。各課題には、主任研究

者と、分担研究者、計657

人が参加して臨床現場から

の視点で研究をしている。

発表会は毎年この時期に

がんの医療水準を、高い

レベルにそろえることを目

指して全国の研究者らが進

めている「厚生労働科学研

究がん臨床研究事業」の

2007年度研究成果発表会

が、１月22、23の両日、

東京都中央区のがん研究振

興財団国際会議場で開か

れ、それぞれの研究の主任

研究者ら72人が、１年間

の成果を披露し、会場から

は熱心な質問が相次いだ

（写真）。

研究は、厚生労働科学研

72課題の成果を発表
がん臨床研究事業



れた。

これまで使用していた胃

部検診車は使用年数が20

年を超えているうえ、同県

支部は胸部検診車を所有し

ておらず、これまでの検診

では結核検診用フィルムで

対応していた。

新しい検診車は最新のデ

日本自転車振興会（日自

振）の平成19年度補助事業

による福井県支部の胃部・胸

部併用検診車が完成し、１

月23日、福井県庁の県民ホ

ールで引き渡し披露式が行

われた。胃部・胸部併用型

のため、全長10.2㍍の大型

車。アイボリーの車体に日

本海の波をあしらった明る

いデザインだ。日自振から

2205万円、福井県から800

万円の補助金を受け、総額

6436万円で製作された。

引き渡し披露式には福井

県の品谷義雄健康福祉部長、

福井県健康管理協会（日本

対がん協会福井県支部）の

柳澤義則理事長、日本対が

ん協会の関戸衛事務局長ら

約50人が出席した。関戸

事務局長は「福井県民の皆

デジタル検診車 福井県支部に
日本自転車振興会の補助事業で
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ジタル式で、より精度が高

い検診が可能になるうえ、

受診者にもより快適な環境

での検診を提供できること

になる。柳澤理事長は「長

寿県福井の一層の推進のた

め、検診車は大変有効だ。

検診体制を強化し、一層の

がん予防に努めたい」と謝

辞を述べた。

今年の対がん協会のスロ

ーガン「まず受けて　次に

つたえる　がん検診」は、

福井県支部の田中正樹さん

の作品。車体には、このス

ローガンも書かれており、

県民にがん検診受診を呼び

かけながら走り回る。

様の健康増進

と、受診率向

上のために新

しい検診車を

大いに活用し

ていただきた

い」とあいさ

つした。この

あと、柳澤理

事長に検診車

のキーが手渡

され、テープ

カットが行わ

デジタル検診車のテープカッ
トをする品谷・福井県健康福
祉部長、関戸・対がん協会事
務局長、柳澤・福井県健康管
理協会理事長（左から）


