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３月１日（毎月１日発行）

２面 厚労省が論点取りまとめ
がん検診事業の評価委
主 ３面 がん検診で全国規模世論調査を
な
内 ４〜５面 支部検診の実施状況から
肺がん、乳がんの総計表
容
７面 乳がん検出支援システムを開発
８面 がん関連の統計から

ピンクリボンサポート・ネットワーキングセミナー

全国から16団体30人が参加
乳がん検診受診率50％実現に向け

日間、東京の有楽町朝日ホ

困難を抱えている。
セミナーは各団体が
抱える課題の克服や解
決に向け、独自に解決

ールでピンクリボンサポー
ト・ネットワーキングセミ
ナーを開いた（写真）
。
このセミナーは全国各地
のピンクリボン活動団体を
中心に、がん征圧や患者支

策を見いだしてもらう
など自分自身で活性化
してもらうのが狙い。
初日の15日午後に
は対がん協会から、昨
年８月に実施した全国

援のために活動している団
体の代表者を招き、各団体
の活動を大きく活性化する
ことで、乳がん検診受診率
50％を目指すのが狙い。

各地のがん関係団体に
対するアンケートの結
果を紹介（６面に詳
報）
。問題点や課題をきち
んと把握したうえで、各団

仕方を指導。次いでパート
ナーシップ・サポートセン

プレイを実施、実戦的なネ
ットワーキングづくりに挑

北は山形から南は長崎県
まで14都府県から16団体、
30人が参加した。ピンク
リボンを中心に、がんに関
する啓発活動や患者支援活

体が他の団体や自治体、企
業など他の組織と連携して
いくにはどうすればいいか
を話し合った。
セミナーにはネットワー

ターの岸田眞代・代表理事
が、企業とNPOの協働事
例を紹介、協働を成功させ
るにはネットワーキングや
コミュニケーション活動が

んだ。
グループによる討議は２
日目も続き、乳がん受診率
50％を目指すアクション
プランの策定にこぎつけ

動などを展開している。

キングの専門家も登場、ネ

重要だと力説した。

た。対がん協会では来年以

しかし、どの団体も活動
資金集めに悩んでいたり、

ットワークの作り方を最初
から指導した。ファシリテ

このあと、受講者は３人
が１グループとなり10グ

降もこうしたセミナーを継
続するかどうか、今回の効

運営の担い手が不足してい
たりするなど大きな課題や

ーターの岩嶋寿子さんがゲ
ームを使って、自己紹介の

ループが、自分たちの活動
への援助を依頼するロール

果や成果を見極めたうえで
検討したいとしている。

日本対がん協会はエイボ
ン・プロダクツの特別協賛
を得て２月15、16日の２

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、03−5218−7070（相談予約専用電話）へ。
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厚労省が論点を取りまとめ
市町村や保険者にもインセンティブを
がん検診事業の評価に関する委員会
がん検診の受診率向上と
精度管理の方法を検討して

性を向上させるための取り
組みとして、休日、早朝、

いる厚生労働省の「がん検
診事業の評価に関する委員
会」
（座長・垣添忠生国立
がんセンター名誉総長）の
第３回会合が２月４日開か

夜間の検診実施、特定検診
など他の検診との同時実
施、マンモグラフィ車の活
用、職場での検診の場合は
勤務時間内の実施など具体

れ、３月末に予定されてい
る報告書の取りまとめに向
けて、事務局の厚労省が
「論点整理」を提出し、意
見交換した（写真）
。

的な取り組みを広く実施す
る必要があるのではない
か、としている。
また、
「男性は２人に１
人、女性は３人に１人がが

「論点整理」では、昨年

んにかかる」
「若くてもが
んにかかる」
「早期発見が

ただターゲット層に向け

準的な算定方法の設定、が

重要だ」など、がんとがん
検診に対する正しい知識の
周知を図る、さらに「20
〜30代は子宮がん」、「40

て重点勧奨する場合も受診
の機会はターゲット層に限
定せず、従来通り受診勧奨
することが必要ではない
か、としている。

ん検診事業の評価について
検診受診率、要精検率、精
検受診率、がん発見率など
プロセス指標と呼ばれる指
標について、評価を行う指

が重要だとし、国は国民生
活基礎調査、地域保健・老
人保健事業報告などの結果
を用いて、全国および各都
道府県のがん検診受診率の

〜50代はまず乳がん」の
ように、受診者のライフス
テージに合わせたわかりや
すいメッセージを発信す
る、ピンクリボン運動の成

一方、がん検診の実施主
体（市町村、保険者など）
に対しては受診率向上に向
けたインセンティブ（刺激）
を与える必要があるとし、

標となる数値を設定する必
要があるのではないか、と
している。
こうした事務局による論
点整理に対し、検診実施主

把握を行う必要があるので
はないか、と指摘した。
さらに、都道府県は独自
の調査結果または国の調査
に基づき、各都道府県の受

功にならい、民間を活用し
たＰＲ活動を行うなどわか
りやすい普及・啓発活動を
行う必要があるのではない
か、と指摘している。

市町村、企業、保険者にお
けるがん検診実施状況の公

体にどうインセンティブを
与えるかについて、一部の

表やインセンティブを与え
る仕組みを検討することが

委員からは、
「財源問題を
盛り込まない限り前進はな

必要ではないかとしてい

い」との厳しい指摘も出さ

診率を把握し、各都道府県
の目標受診率の実現に向け

そのうえで医療保険者も
被保険者を中心にしたがん
検診の普及・啓発活動への

る。
また、がん検診は若い世
代のがんを早期に発見する
ことで社会経済的なメリッ
トが大きいため、こうした
効果を検証するとともに、

れた。
今後は報告書の取りまと
めに向けて、こうした問題
点を詰めていくが、
「論点
整理」はまだ事務局の問題
提起にとどまっているため

のがん対策推進基本計画で
定められたがん検診受診率
を５年以内に50％に上げ
るという目標を達成するた
め、がん検診受診率の把握

た取り組みを検討する必要
があるのではないか、とし
ている。

協力に努めることが求めら
れるのではないか、として

検診勧奨については、対
象者個人に対する受診勧

いる。
一方、重点的に受診勧奨

奨、受診者台帳の整備、未
受診者への再勧奨を実施す

すべき対象者（ターゲット
層）については年齢別階級

る必要があるのではない
か、とくに退職直後の人に

別罹患率、がん死亡率、各
がん特有のリスク、がん検

は重点的に勧奨するなどの
新たな取り組みが必要では

診の与える利益と不利益の
バランスを考慮する必要が
あるのではないか、と指摘
している。

ないか、としている。
さらに、検診受診の利便

市町村の首長、財政当局、 「……ではないか」という
企業管理者、保険者などに
書き方に終始しているが、
わかりやすい形でメリット
を情報提供することが求め

報告書で最終的にどう表現
するかなどについては委員

られているのではないか、

会で検討を進め、煮詰めて

としている。
さらに、もう一方の重要
な柱である検診の精度管理
については検診対象者の標

いくことになる。
委員会の締めくくりとな
る次回の会合は３月24日
に予定されている。
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「がん検診のすすめ」
啓発のための冊子を無料配布
一般向けに、
「がん検診」

厚生労働科学研究がん臨

院の大内憲明教授の監修を

と「乳がん」をわかりやす
く解説した２種類の冊子が
完成し、全国のがん診療連
携拠点病院や日本対がん協

床研究推進事業を実施して
いる日本対がん協会が、研
究成果の普及啓発のために
制作した。①は平成19年

受けており、
10万部を増刷
した。
今回、制作した「がん検
診のすすめ」
では、
「がんは

会の本部・支部などによる
配布が始まった。この冊子
は①がん検診のすすめ―早
期発見で早期治療を―（写
真）②もっと知りたい乳が

度事業で、森山紀之・国立
死因のトップ」
「まだまだ
がんセンターがん予防・検
低いがん検診の受診率」
「早
診研究センター長が監修し、 く見つければ治療が容易」
48万6000部を新規に配布。 「こんな症状があったらす
②は平成18年度事業で制
ぐにお医者さんへ」
「日常

た、
昨年12月現在の各都道
府県にあるがん診療連携拠
点病院と日本対がん協会支
部の一覧表を掲載している。
冊子の内容は対がん協会の

ん―あなたを守る検診のす
すめ―の２つ。いずれもＢ

作・配布したが、追加注文
が多いため、加筆の上再版

生活でのがん予防」などが
んに関する基礎知識をわか

HP
（http://www.jcancer.jp）
にも掲載されており、自由

６判の小冊子。

したもので、東北大学大学

りやすく紹介している。ま

に見ることができる。

全国規模の世論調査実施を了承

期については、新年度から

新年度は世論調査の実施時

特定検診が始まるため、
「特定検診のがん検診への
影響を見るため、秋以降に
すべきだ」との意見が多く

期などを見ながら必要に応
じて会議を開くことにな
る。
世論調査の結果は新年度
中にまとめる予定の委員会

がん検診受診率向上委
日本対がん協会のがん検
診・受診率向上委員会は１
月30日、本部で第４回会
合を開いた。席上、本部側

検診の受診率が23.7％など
とやや高めに出る傾向があ
った。
委員会では「市町村がが

が新年度中に全国規模のが
ん検診に関する世論調査を
実施し、朝日新聞の協力が
得られれば、同社の世論調
査の一環として実施したい

ん検診を実施していること
を知らない人があまりに多
すぎる。それを知らせるよ
うな設問にしてほしい」
「早期がんで発見した場合

会はこれで区切りをつけ、

との方針を説明、基本的な
了解を得た。

と末期がんで見つかった場
合、予後だけでなく医療費
がどれだけ違うかも知らせ

究所の畠山昌則教授のグル
ープはこのほど、胃がんの
原因とされるヘリコバクタ

てほしい」など、意見や注
文が相次いだ。

ー・ピロリ菌の作り出すた
んぱく質がマウスの体内で

本部側は今後、実施時期
や設問について朝日新聞側
と調整をしたうえで、でき
るだけ早期に実施したいと
述べた。

がんを作り出すことを確認
した、とアメリカ科学アカ
デミー紀要電子版に発表し
た。試験管レベルでは同様
の結果が得られているが、
動物の生体内でこうした結

験した。その結果、300匹
以上の遺伝子改変マウスを
調べたところ、１年半以内

果が得られたのは初めてだ

正常なマウスはがんを発症
せず、ピロリ菌が発症原因
になっていることが明確に
なったという。
研究グループでは「こう

全国世論調査はがん検診
の対象者である一般成人を
対象に、がん検診受診の有
無やがん検診への率直な意
識を探り、将来の受診率向
上に結びつけるのが狙い。
現時点では朝日新聞が毎
月実施している定例の世論
調査に、がん検診に関する
設問をとりこむ形で実施す
ることが検討されている。
全国規模の世論調査は昨年
秋、内閣府ががんに関する
全国的な世論調査を実施、

また、検診の対象者だけ
でなく、検診主体の市町村

出た。
今年度の受診率向上委員

ピロリ菌でがん発症
北大グループ
北海道大遺伝子病制御研

に対してもがん検診に対す
る意識や問題点を探るた
め、アンケートを実施する
必要があり、これについて

という。
ピロリ菌は胃の粘膜に住

各種がん検診についても受
診の有無を尋ねた。この時
は胃がん検診の受診率（１

も検診対象者への世論調査

年以内）が29.5％、乳がん

が了解された。ただ実施時

米人に比べ、日本人は感染
率が高く、40歳以上では
大半の人が保菌していると
言われている。

の実施時期などを見なが
ら、準備を進めていく方針

最終報告の基礎資料になる
と期待されている。

み着く細菌。胃がんや胃潰
瘍の原因とされている。欧

動物実験で
畠山教授はピロリ菌が動
物には感染しにくいため、
マウスの遺伝子を組み換
え、ピロリ菌が作り出す特
殊なタンパクを生み出す遺
伝子改変マウスを作って実

に一部が胃がんや小腸がん
を発症、白血病やリンパ腫
を発症したマウスもいた。

した研究が胃がんの予防や
治療法の開発に役立つこと
を期待している」と述べて
いる。
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2006年度対がん協会支部のがん検診実施状況から○
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上 乳がんの総計
2006年度対がん協会支部のがん検診実施状況から○
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がん征圧運動アンケート
乳がん団体が最多 団体の規模は両極化
活動資金不足が最大の課題
日本対がん協会はエイボ
ン・プロダクツの特別協賛

い 3 7 . 6 %が同一都道府県
内。国内全域で活動してい

を得て、ピンクリボン・ネ
ットワーキングセミナーの
開催に向けて、乳がんや他
のがんの患者支援や征圧に
向けて各地でさまざまな活

るのは17.6%、複数の市町
村にまたがって活動してい

動を展開しているがん関係
団体に詳細なアンケートを
実施した。
アンケートは昨年８月、
全国各地で活動を続けてい
る団体のうち、乳がん征圧

が多かった。
これを反映してか、事務
所は３分の２にあたる65.9
％が役員の個人や勤務先に
事務局を置いている。団体
専用の事務所を借りたり、

のためのピンクリボン活動
をしている団体を中心に、
その他のがん関係団体など

所有したりしている団体は
合わせて15.3％だった。
会員数が500人以上と答
えた規模の大きな団体は
12.9%あったが、最多は50

全部で286の団体にアンケ
ートを郵送した。その結果、
約３割にあたる85団体か
ら回答が得られた。

るのが14.1%、複数の都道
府県内での活動が11.8%と
比較的活動範囲の狭い団体

人未満の 2 3 . 5 ％。1 0 0 〜
150人未満が17.6%、50〜
100人未満が15.3%で、200
人未満を加えると全体の
３分の２に達した。

体も14.1%あった。
収入の大半は会員からの
会費で、76.5%が会費と答
えた。寄付も50.6%の団体

なかなかとれない」
（38.8%）
と続いた。
「会合や活動場
所の確保が難しい」
は
（27.1
%）
で、これ以外の項目は

般の活動をしていた。この
両者で全体の４分の３を占
めている。このほか子宮が
ん4.7%、卵巣がん2.4%、
婦人科がん2.4%で、乳が

会員に医師が加わってい
る団体は56.5%、その他の
医療従事者が加わっている

であり、会費と寄付で団体
の活動が支えられている状
況が浮き彫りになった。企

いずれも20％に達しなか
った。
また組織の運営について

団体も64.7%と多い。しか
し、活動の次代の担い手と

業からの協賛金は27.1%の
団体が受けていたが自治体

課題があると答えたのは
61.2%、人材関連の課題が

んを含めると女性関係のが
んが55.3％と圧倒的だっ

して期待されている学生が
加わっているところは
18.8%と少なかった。
一方、活動を支えるため
の財政状況はどこも厳し
い。もっとも多かったのは

などから公的な助成を受け
ている団体は18.8%にとど
まっていた。
団体が活動をしていく上
での課題を聞いたところ
（グラフ）、最大の課題は

全体の46.9%で、次いで団
体の運営や活動についてが
26.5%と多かった。
「組織運営」について知
りたいことは「主体的に活
動できる人材の集め方」が

％、2004年以降が22.4％
と多く、比較的活動歴が浅
い団体が多かったのが特徴。

年間の財政規模が10〜50

「活動資金の不足」
（60.0%）

もっとも多く37.6%、組織

万円の団体で27.1%、次い
で50〜100万円と10万円以

と「特定の個人に責任や作
業が集中する」（5 4 . 1 %）

の維持・拡大が18.8%、ボ
ランティアの集め方・管理

ＮＰＯ法人の資格を取得
している団体は14.1%と少

下がともに17.6%。100〜
300万円が16.5%で、300万

で、過半数の団体がともに
両者を挙げた。

17.6%、ボランティアの教
育・育成も17.6%と、ボラ

なく、法人格はないと答え
た団体が82.4%と圧倒的だ
った。
団体の活動地域は４割近

円以下の団体が78.8%と８
割近くを占めている。その
一方で、500万円以上と答
えた比較的規模の大きな団

次いで「活動の中心となる
リーダーや後継者が育たな
い」
（40.0%）
、
「メンバーが
忙しく、活動などの時間が

ンティアの力をいかに活用
するかも各団体にとって大
きな課題になっている現状

主な活動対象は半数近い
45.9%が乳がん関係、次い
で３割近い29.4%ががん全

た。個別のがんでは喉頭が
んが11.8%とやや目立った。
活動を開始した時期は
1999年から2003年が23.5

がわかった。
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乳がん検出支援システム
富士フイルムが開発した
乳がん検出支援システム

富士フイルムが開発
富士フイルムは子会社の
富士フイルムメディカルを
通じ、２月からコンピュー
ター乳がん検出支援システ
ムを発売する、と発表した

のシステムが、検出結果を
腫瘤の特徴を示す部位につ
いては矢印で、石灰化の特
徴を示す部位については四
角で囲って表示する。第３

（写真）
。
このシステムは乳がん検
診時にデジタルマンモグラ
フィ装置で撮影された画像
をコンピューターが解析

ステップでは医師が、シス

し、乳がんの特徴を示す部
位を表示することで読影に
あたる医師を支援するのが
目的。
同社では国立がんセンタ
ーの協力を得て、乳がんの

記者会見に同席した国立
がんセンターの森山紀之が
ん予防・検診研究センター
長は「ベテラン専門医の方
が技量は上だが、読影を専

例と正常例のデータを蓄積
し、
「日本人に特化した検
出支援システムの開発に成
功した」という。実際に、
マンモグラフィ画像を解析
したところ、
石灰化の97〜
98％、
腫瘤の８割以上の検
出に成功した、としている。
このシステムでは最初に
医師がシステムの支援を得
ずに画像を読影。次いでこ

テムの指摘した部位の確認
と診断をし、それらを総合
したうえで最終的な診断を
つける。

門にやり出したばかりの医
師はこのシステムを使うこ
とで見落としが減るはず
だ。見落とすと手遅れにな
るようなものを見落とさな
い効果がある。今後、乳が

円。同社は、米国ではすで
に認可されたシステムがあ

ＤＡ）に認可申請している
という。

に上がってくると読影医に
は大きな負担がかかると予
想され、こうしたシステム
が必要になる」と述べた。

り、すでに発売されている
が、国内で開発されたのは
これが初めてという。年内
に50セットの販売を目標
にしている。また、すでに

同社では将来的にはこの
システムを乳がんだけでな
く、他のがんにも応用した
いとしているが、開発の詳
細については明らかにしな

システムは一式2000万

米国でも食品医薬品局（Ｆ

かった。

ん検診の受診率が欧米並み

「がんの痛みよ、さようなら！」
痛み治療の最新知識を解説

している。
第２章ではＱ＆Ａ方式で、
がんの痛み治療に関する代

がんの痛みの治療に関わ

世界のどの地域の、どの科

っている医師や看護師が
「がんの痛み治療法の最新

の医師にも活用でき、どこ
にいる患者にも使える世界

知識」を患者にも家族にも
知ってほしい、と一般市民

の標準治療として、ＷＨＯ
が普及活動を進めている。

表的な質問とそれについて
の答えを紹介している。
「がんの痛みの発生頻度、
痛みの伝え方、訴え方、痛
みの強さや薬の効果の伝え
方」について11問、治療

向けにわかりやすく書き上
げた一冊。
がんの痛みは初期、進行
期、末期といずれの時期に
も、またがん治療の終了後

本書は第1章で「がんの
痛みの対応法早わかり−患
者さんが知っておくとすぐ
に役立つこと」として、痛
み治療の実際、鎮痛薬を使

方式やＷＨＯ方式がん疼痛
治療法に関する質問が７
問、薬とその使用法が13
問など全部で69問のがん
の痛みに関する質問と答え

やがんが治った後にも痛み
が残っていることがある。
著者が紹介しているのは
ＷＨＯ方式がん疼痛治療法。

うときの基本原則、がんの
痛み治療に使う主な薬、主
な鎮痛薬の使用量や投与法
の実際をわかりやすく紹介

が、イラストや図表入りで
紹介されている。
編集にあたったのはがん
の痛み治療の第一人者、埼

玉医科大客員教授の武田文
和さんと聖路加国際病院が
ん看護専門看護師の高橋美
賀子さん、薬剤師の石田有
紀さん。
金原出版、2310円（税
込み）
、Ｂ５判、２色刷り。
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最新鋭の胃部検診車
京都府支部に 日自振補助事業で
日本自転車振興会の補助
金による京都府支部（京都
がん協会）のデジタル式胃
部検診車が完成し１月31
日、同支部で引渡し披露式

最新鋭のデジタルＸ線撮
影装置を導入しており、従
来の検診車に比べると、①
より精度の高い画像が撮影
可能、②自動肩当ての採用

があった。

で受診者の負担を軽減、な

日本自転車振興会からの
補助金2047万5000円と、

ど良質な検診サービスが提
供できる。

自己資金4189万5000円で
製作した。

昔ながらの京都の狭い路
地や古い街並みの残る市内

テープカットをする森洋一・京都がん協会会長、関戸衛・対
がん協会事務局長、佐藤篤彦・京都がん協会専務理事
（左から）

がん関連の統計から
がんの罹患率は加齢とと

いずれも早期に発見すれば

もに急上昇する。この中で
若い世代にピークがみられ
るのが乳がんと子宮がん。

ほとんど治癒する。だが、
乳がん、子宮がんの検診受
診率は低い。乳がん検診受
診のピークは40代後半か
ら50代だが、
それでも25％

厚労省がん研究助成金「地
域がん登録」研究班の推計
によると、乳がん罹患率の
ピークは40代後半から50
代。子宮がんは30代後半。

前後。欧米の80％前後と
いう高率とは比べようもな
いのが残念だ。

京都府支部に引き渡された最新鋭
の胃部デジタル検診車

などを巡回するのに便利な
ように全長9.4㍍、幅2.5㍍
と比較的コンパクトな造り
で、排ガスを無害化する装

きたが、新しい検診車でこ
れまで以上にがん検診の重
要性を訴え、受診率向上に
努力したい」とあいさつし

置を取り付けるなど環境に
も配慮した設計になってい
る。
京都がん協会の森洋一会
長は「昭和37（1962）
年の
協会設立以来、延べ147万

た。
続いて、日本対がん協会

人の胃がん検診を実施して

かしてほしい」と述べた。

の関戸衛事務局長が「最新
のデジタル検診車が古都の
隅々まで走り回り、胃がん
の早期発見、早期治療に生

