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ホームページを全面的に刷

新、がん検診推進や患者・

治癒者のケアなど協会の重

点目標達成のために積極活

用する。検診受診率向上に

役立つ実用情報を盛り込ん

だ検診紹介ページを新たに

作成するほか、主要ながん

については最近の動きを交

えたＱ＆Ａを作成する。新

ＨＰは４月中に運用を開始

し、７月中の完成を目指す。

また、35年前に作成さ

れた協会シンボルマークを

新マークに刷新する。

さらに、創立50周年記

念シンポジウムを11月７

日（金）、東京・有楽町マリ

オンで開催し、がんの予防、

検診、治療、研究の第一人

者によるシンポジウムを開

く。協会の姉妹組織、アメ

リカ対がん協会のジョン・

セフリン会長も来賓として

招く予定だ。

●研究・研修の助成
奨学医の制度を改革。が
ん検診技術の習得、向上に
限定。期間も３カ月もしく
は６カ月と変更。支給額は
月額10万円から３カ月50
万円、６カ月100万円と増
額。公募先も全国がんセン
ター協議会加盟施設に拡大。
●がん臨床研究推進事業
厚労省のがん臨床研究推
進事業では協会が事務局と
なり、研修会・発表会を年
間50回開催。一般市民向
けの発表会を年間20回開
催するほか、がんに関する
啓発冊子を発行する。
●全国大会
50周年記念の「がん征

圧全国大会」は「がんの集
団検診発祥の地」である仙
台市で９月12日に開催。
全国支部長会議は９月11
日に開催。
●リレー・フォー・ライフ
昨年は兵庫県芦屋市、東
京・お台場の開催だった
が、新年度はこれに加え、
北海道室蘭市、横浜市、埼
玉、山梨、静岡、愛知、徳
島、高知などでも開催を検
討。室蘭は８月末、横浜、
芦屋は９月、徳島は10月
の開催を目指し準備中。

主な継続事業

ら午後４時まで相談を受け

付ける。回線も３回線から

４回線に増やし、看護師と

ソーシャルワーカーによる

相談員も５人から８人に増

員する。時間帯の拡大によ

り、相談電話の受付件数は

6000件に倍増する、と予

想している。

また厚労省の委託事業と

して実施している医師によ

る本部での面接相談を年間

200回から250回に増やし、

医師による電話相談も相談

医を４人から５人にし、週

２回を週４回に増やす。

受診率向上対策では朝日

新聞と連携、がん検診につ

いて一般市民を対象にした

全国規模の世論調査を初め

て実施、現状を正確に把握

するほか、受診率向上に向

けた有効な対策を探り、必

要に応じ支部にも提言する。

情報発信の分野では協会

日本対がん協会は３月11

日、東京都内で理事会と評

議員会を開き、８月に創立

50周年を迎える平成20年

度の事業計画案と予算案を

いずれも原案通り承認した

（２、３面に関連記事）。

事業計画は50周年のア

クションプランに基づき、

患者・治癒者のケア、検診

の推進、情報発信の強化を

重点に事業展開を図ること

を基本方針にした。50周

年記念関連事業としては、

①がん相談の拡充、②受診

率向上対策、③情報発信の

強化、④記念シンポジウム

の開催の４項目を主要な柱

に掲げている。

がん相談拡充では、好評

を得ている、無料電話相談

「がんホットライン」の受

け付け時間帯を４月から午

前中に拡大。月曜から金曜

までの毎日、午前10時か

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
午前10時から午後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（予約専用電話）へ。

がんホットライン 月～金 午前10時～午後4時

03－5218－4776

主
な
内
容

２面　がん診療連携拠点病院、
全国351病院に

３面　市町村の検診実施状況公表へ
４～５面

支部検診の実施状況○中胃がん、
大腸がんの総計表

８面　今年度のがん征圧スローガン決まる

新年度の事業計画決まる
がん相談を大幅に拡充
HPの情報発信機能を強化



西脇市立西脇病院

県立柏原病院

奈良 県立奈良病院

天理よろづ相談所病

院

近畿大奈良病院

和歌山 公立那賀病院

鳥取 ★鳥取大病院

岡山 岡山医療センター

川崎医大病院

山口 山口赤十字病院

香川 香川大病院

高知 高知赤十字病院

福岡 ★九州大病院

九州医療センター

済生会福岡総合病院

福岡大病院

聖マリア病院

九州厚生年金病院

産業医大病院

熊本 熊本赤十字病院

熊本医療センター

済生会熊本病院

荒尾市民病院

大分 別府医療センター

★大分大病院

済生会日田病院

宮崎 ★宮崎大病院

鹿児島 済生会川内病院

南九州病院

県民健康プラザ鹿屋

医療センター

沖縄 ★琉球大病院

にした。この指針は４月１

日から施行される。

がん診療連携拠点病院に

新規指定された70病院は

次のとおり。★は都道府県

がん診療連携拠点病院にも

指定された病院。

◇

青森 下北医療センターむ

つ総合病院

岩手 ★岩手医大病院

県立北上病院

県立磐井病院

県立宮古病院

宮城 東北厚生年金病院

秋田 厚生連山本組合総合

病院

秋田赤十字病院

厚生連雄勝中央病院

福島 総合南東北病院

会津中央病院

茨城 筑波大病院

群馬 前橋赤十字病院

埼玉 獨協医大越谷病院

川口市立医療センター

埼玉病院

埼玉医大国際医療セ

厚労省は「がん診療連携

拠点病院の指定に関する検

討会」の検討結果に基づき、

２月８日付けで、がん診療

連携拠点病院に70病院を

新規指定し、指定書を交付

した。新規指定のうち６病

院は都道府県拠点病院に、

64病院が地域拠点病院に

指定された。また、既指定

の病院のうち５病院を除く

113病院が指定の更新を受

けた。今回の新規指定によ

り、新年度からのがん診療

連携病院は都道府県47、

地域304の351病院が整備

されることになる。

データ不足などから１月

の検討会で保留になってい

た4病院は厚労省の確認作

業を経て、すべて指定を受

けた。

また厚労省は３月１日付

けで「がん診療連携拠点病

院の整備に関する指針」を

まとめ、健康局長通知とし

て各都道府県に送付した。

新指針では放射線療法と

化学療法の診療体制を充実

させるため、専門的な知識

と技能を有する専任医師の

配置を指定の要件としてい

る。また、緩和ケアでは身

体症状の緩和にかかわる専

任医師、精神症状の緩和に

かかわる医師、専従看護師

の配置を指定の要件にして

いる。

また、これに伴って専任、

専従の用語も定義すること

にし、専任は就業時間の少

なくとも５割以上、専従は

少なくとも８割以上を当該

業務に従事するものと明確
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ンター

千葉 千葉大病院

千葉医療センター

東京歯大市川総合病

院

順天堂浦安病院

慈恵医大柏病院

松戸市立病院

東京 東大病院

日本医大病院

聖路加国際病院

東京女子医大病院

帝京大病院

東京医大八王子医療

センター

杏林大病院

神奈川 横浜労災病院

新潟 県立新発田病院

新潟労災病院

長野 相澤病院

愛知 名古屋市大病院

名古屋第一赤十字病

院

名古屋第二赤十字病

院

滋賀 公立甲賀病院

兵庫 兵庫医大病院

がん診療連携拠点病院
厚労省が70病院を新規指定
全国では351病院に

事業活動支出計 588965

事業活動収支差額 135153

●投資活動収支の部

投資活動収入計 3330

（顕彰事業預金取り崩し）

投資活動支出

退職給付金支出 2954

検診車購入支出 135450

固定資産取得支出 15570

投資活動支出計 153974

投資活動収支差額

△150644

●予備費支出 2500

当期収支差額 △17991

前期繰越収支差額 73000

次期繰越収支差額 55009

日本対がん協会の新年度

予算の概要は次のとおり。

数字の単位は千円。

●事業活動収支の部

【事業活動収入】

基本財産運用収入 350

特定資産運用収入 1400

寄付金収入 245500

支部分担金収入 2150

協会報収入 15876

刊行物収入 9106

厚労省委託費収入 36351

厚労省補助金収入 81747

（がん臨床）

厚労省補助金収入 188000

（がん戦略）

日自振補助金収入 42525

支部検診設備負担金 92925

雑収入 8188

事業活動収入計 724118

【事業活動支出】

事業費支出

一般会計事業費 208071

特別会計事業費 306098

管理費支出

一般管理費 72196

特別会計管理費 100

消費税支出 2500

新年度予算の概要
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基金」に贈呈された。協会

では、乳がん征圧活動のた

め使うことにしている。全

国の競艇選手は約1500人

で女子選手はほぼ１割を占

めるという。

女子選手の人気は高く、

津競艇の決定戦には全国か

らファン多数が参加した。

集まった寄付金は約61

万円に達し、津競艇から日

本対がん協会の「ほほえみ

ＡＬ女子王座決定戦」に照

準を合わせ、本格的に協賛

活動に取り組んだ。

まず「決定戦」のオリジ

ナル・ステッカーを製作

し、女子選手の協力を得て

１枚100円で販売した。ま

た、人気の女子競艇選手か

らサイン入りグッズを提供

してもらい、チャリティ・

オークションにかけた。

これらのイベントは津競

艇場のほか、芦屋、蒲郡、

児島、浜名湖、戸田、住之

江、常滑など全国各地の競

艇場でも実施された。

乳がん征圧のため、対が

ん協会の「ほほえみ基金」

に寄付したいという声が、

企業や個人から相次いでい

るが、女子競艇選手を中心

に、その輪が広がった。

三重県津市の津競艇では

社会貢献活動の一環として

昨年９月から、レースの協

賛金やイベントの売上金を

「ほほえみ基金」に寄付す

るとともに、印刷物などで

も乳がんの啓発活動を続け

てきた。それらを準備段階

に、３月４日から９日まで

開催された「G蠢第21回Ｊ

津競艇が「ほほえみ基金」に寄付
女子選手が協力の輪

選手の代表から寄付の
目録を受け取る協会の
塩見知司マネジャー

＝津競艇提供

検診受診率や精検受診率

は積極的に取り組み、成果

を上げている自治体とそう

でない自治体との差が大き

く、問題になっている。

理事２人が交代
任期は６月末まで

日本対がん協会は３月

11日の評議員会で、橋本

元一理事と山口信夫理事の

辞任を承認、福地茂雄・日本

放送協会会長と岡村正・日

本商工会議所会頭をそれぞ

れ後任の新理事に選任した。

両理事とも任期は前任者

の残り任期の今年６月30

日まで。

訂　　正
協会報３月１日号４頁に

ある「2006年度対がん協

会支部のがん検診実施状況

から○上肺がんの総計」の高

知県支部の精検受診率が

225、肺がん発見率が０と

あるのは、それぞれ82.1、

0.04の誤りでした。集計段

階での本部の計算ミスによ

るものでした。訂正します。

県のがん検診実施状況を、

また都道府県のＨＰなどで

各市町村の検診受診率や精

検受診率などがん検診の実

施状況と検診実施機関の事

業評価の結果を公開するよ

う各都道府県あてに通知す

る方針を決めた。

垣添座長もこの新方針に

ついて、「（受診率などの）

公表は自治体にとっては大

きなプレッシャーになる。

受診率アップのためにきわ

めて重要だ」と積極的な賛

意を示した。

ＨＰ上で公表されるのは

がん検診受診率のほか、精

検受診率、がん発見率など

受診の質に関するデータも

含まれる見込み。

こうした数字の公表が実

現すれば、住民が自分の住

んでいる市町村のがん検診

実施状況を一目で把握でき

ることになる。

対象者個人に対する受診勧

奨や受診者台帳の整備、未

受診者への再勧奨を徹底す

ることが必要だと指摘し

た。すでに医師を受診してい

る人に対してはかかりつけ

医からの声かけを推奨した。

さらに検診を受けやすく

するための対策として休日

・早朝・夜間の検診、特定健

診との同時実施、マンモグラ

フィ車の活用などを挙げた。

また、がん検診の実施主

体となっている市町村や保

険者に向けた新たな取り組

みとして国や都道府県レベ

ルで、受診率向上に向けた

インセンティブ（刺激）に

ついて検討すべきだとし、

市町村や企業、保険者ごと

のがん検診実施状況などの

公表が必要だと指摘した。

厚労省ではこの報告書の

内容を受け、厚労省のホー

ムページ（ＨＰ）で各都道府

厚労省の「がん検診事業

の評価に関する委員会」

（座長・垣添忠生対がん協

会長）は３月24日、都内

で第４回の委員会を開き、

事務局から提案された「今

後の我が国におけるがん検

診事業評価の在り方につい

て」と題する報告書を了承

した。報告書は07年度中

の３月末に公表される。

報告書では国民が受けて

いるがん検診の約半数は職

場で実施されているとし、

職域における検診を重視し

た。そのうえで、職場にお

けるがん検診を含むがん検

診全体の受診率を把握する

ことが必要だとし、国、都

道府県はそれぞれの受診率

の把握を、市町村は検診対

象者の名簿を整備すること

で、正確な受診率を把握す

ることが必要だとした。

具体的な対応として検診

検診実施状況を市町村別に公表
厚労省が新方針決める
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2006年度対がん協会支部のがん検診実施状況○中胃がんの総計
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2006年度対がん協会支部のがん検診実施状況○中大腸がんの総計
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氏は縄文時代にとりつかれ

ているときに突然乳がんに

なって勉強を始めたいきさ

つを淡々と話した。

開会前には厚生労働省委

託事業の医師によるがん無

料相談会も行われた。

ンターでは30年間に４倍

にも増えている現状に触

れ、子宮・卵巣がんの病状

と治療を説明した。子宮頸

がん罹患の若年化は全国的

な傾向で、とくに兵庫県で

は検診受診率が低い、と検

診の重要性を訴えた。

日本対がん協会のがん相

談担当医で元国立がんセン

ター薬剤療法部長の大倉久

直氏は、たばこの害と食事

に関心を持つことの大切さ

に触れながら、「がんとは

正しい情報、生きがいを持

って闘い、共存していかな

女性にがんへの関心を深

めてほしいと呼びかけた

「市民がんセミナー　もっ

と知ってほしい女性のが

ん」（主催・芦屋市、日本

対がん協会、リレー・フォ

ー・ライフ関西実行委員

会、後援・芦屋市医師会）

が３月９日、兵庫県芦屋市

で開かれ、関西各地から

230人の女性が参加した

（写真）。

講師の一人、兵庫県立が

んセンター副院長で婦人科

部長の西村隆一郎氏は、35

歳未満の子宮頸がんが同セ

くてはならない」と、標準

治療によって相当数のがん

死亡者を減らすことができ

ることを強調した。

エッセイストの逸見晴恵

氏は、きまじめな夫の闘病

生活と自らのがんへの挑戦

を、漫画家のさかいひろこ

芦屋で市民がんセミナー
230人の女性が参加

関する冊子を美しく潤った

手で持ち帰ってもらった。

次回のテーマは「基本の

スキンケア」で、５月14

日（水）午後１時半から対

がん協会で開催の予定。参

加は無料だが、応募は女性

に限る。申し込みや問い合

わせは03－5218－7070

（午前10時から午後５時ま

で）へ。

がん協会会議室で実施し

た。

まず、参加者に手や爪で、

美容上気になっていること

を資生堂の技術者が聞き、

ハンドマッサージを実施。

爪の手入れについては、ク

リームの成分や塗り方につ

いて説明した後、実際に試

みてもらった。「爪切りは

弱っている爪には大変な負

担がかかります。やすりを

日本対がん協会は資生堂

の技術協力を得て、がん体

験者の方を対象にした新た

なセミナーをスタートさせ

た。ケアを提供するだけで

はなく、困りごとや悩みご

とを聞きながら、がん体験

者の方向けに「セルフケア

プログラム」を構築するこ

とを目的にしている。

第一回のテーマは「ハン

ドケア」で、３月６日に対

かけるのは最初は少し時間

がかかりますが、慣れれば

テレビを見ながらでも簡単

にできるようになります」

と説明を受け、自分でやす

りをかける参加者もみられ

た。

最後にお茶を飲みなが

ら、治療中困ったことなど

についての話を聞き、「簡

単で楽しいハンドケア」に

がん体験者向けセルフケア
資生堂が技術協力

アメリカのがん死者が増加
亡率が減少している。しか

し、別の調査では40歳以

上の女性のマンモ検診受診

率が00年の70.1％から05

年には66.4%に下がってお

り、専門家の間には楽観を

戒める見方も出ている。

ＡＣＳは08年の新規が

ん患者を143万7180人、死

者は56万5650人と推測し

ている。米国ではがんは心

臓病に次ぐ第２位の死因。

日本ではがんが81年以来、

死因のトップで、厚労省は

07年のがん死者を約33万

6000人と推計している。

アメリカ対がん協会（Ａ

ＣＳ）はこのほど、05年

のがんによる死者が04年

から5424人増加し、55万

9312人になったと発表し

た。アメリカのがん死者は

90年代から減少傾向にあ

り、03、04年は死亡率、死

者数とも減少した。ＡＣＳ

は人口構成を年齢調整した

後の死亡率は減少している

ため、人口の高齢化が死者

増加の要因とみている。

アメリカでは検診受診率

の上昇などがん対策の成果

で90年代初めからがん死

資生堂のスタッフの皆さん
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川県で試行されている検診

待ち時間にネールアートや

ヨガ体験をするサービス

や、佐賀県では夜間検診で

乳がん、子宮がんと骨密度

の検診を合わせて行ったと

ころ、利用者が多くて好評

だった例が報告され、注目

を集めた。

今回の研修が各地での受

診率向上の取り組みに向け

たきっかけになることが期

待される。

新規受診者対策として検診

対象者への受診券の配布、

親子（母娘）検診の勧めな

どを提案した。

各グループとも、がんや

がん検診に対する正しい知

識の普及と検診を受けやす

い環境の実現が受診率向上

のかぎになるとみて、啓

発・普及活動と検診に対す

る細心の配慮が重要だと訴

えた。

待ち時間対策としては石

摘した。

また、がん検診受診率

50％の達成を目標にした

グループは継続受診者確保

のために待ち時間対策がき

わめて重要で、そのために

は受付時間を区切って待ち

時間を減らす、可能なら完

全予約制にする、待ち時間

の間に啓発ビデオを流すな

ど具体策を提案した。また、

日本対がん協会主催の第

31回保健師・看護師研修

会は東京・有楽町の朝日ス

クエアで３月３日、４日に

開かれ、北海道から鹿児島

まで全国24都道県から61

人の保健師、看護師が参加

した。

まず九州がんセンター乳

腺科の大野真司医長が「市

民と歩む　乳がん早期発見

への道」と題して講演、大

野さんが代表理事を務める

ＮＰＯ法人ハッピーマンマ

の活動も踏まえ、乳がんの

早期発見と検診の重要性を

訴えた。

さらに、宮城県対がん協

会の久道茂会長が「人材を

人財に」と題し、がん検診

を適正に実施していくため

にも研修がいかに重要か講

演した。

このあと参加者は８グル

ープに分かれ、「がん検診

日本対がん協会、結核予

防会共催の平成19年度診

療放射線技師研修会が３月

12日から14日まで、東京

都清瀬市の結核予防会結核

研究所で開かれた。

全国から診療放射線技師

54人が参加、３日間びっ

しり詰まった研修を終え、

修了証を受け取った。

研修では結核予防会第一

健康相談所の岡山明所長が

「これからの検診のあり方」

と題して講演し、その後、

肺がん、胃がん、乳がん検診、

検診の精度管理、被験者の

保健師・看護師研修会

診療放射線技師研修会
フィルム評価で活発な質疑

放射線被曝の考え方、石綿

関連疾患、がん予防など多

岐にわたる講義を受講した。

最終日の14日午後には

参加者が５つのグループに

分かれ、持参した胃部間接

フィルムを講師の指導のも

と、グループで１人ずつそ

の撮影技術を評価した。１

人10分から15分の合評に、

いずれも緊張した面持ちだ

った。

胃がん検診車による検診

は少ないところで１日約

30人から40人、多いとこ

ろでは100人以上ときわめ

て大きなばらつきがあり、

１日で100人以上検診して

いる施設には、「具体的に

どう対応しているのか」と

いった質問が出た。

また、西日本の一部では

胃がん検診を完全予約制で

午後に実施しているところ

があり、「朝食や昼食の指

導はどうするのか。残渣は

みられないか」など多くの

質問が寄せられ、「残渣は

それほど心配ない」など、

実際のフィルムを見なが

ら、活発な意見交換が行わ

れた。

この研修会は日本消化器

集団検診学会・胃がん専門

認定技師更新で２単位とし

て認められている。

受診率向上のために」をテ

ーマにグループ討議した。

この結果は４日午後、各

グループから発表された。

子宮がん検診の受診拡大

を議論したグループは制度

改正で20歳から検診が受

けられるようになったこと

を積極的にＰＲするほか、

検診が受けやすいよう会場

の設営にも十分配慮する、

検診後のフォローアップを

きちんとして検診リピータ

ーを増やすのが大事だと指

グループ討議では受診
率向上に向けて活発な
議論が交わされた。受診率向上に向け熱心な論議



え、その結果をもとに協会理

事長、事務局長らによる最終

選考を行い、入選１点、佳作

４点が決まった。

三浦さんの作品は、がん検

診とがん予防の双方に力点を

置いているところが、がん征

圧スローガンとしてふさわし

い、と高く評価された。

ほかに、青森県支部の小笠

原勝美さん、茨城県支部の石

川すみ江さん、岐阜県支部の

空閑佐智子さん、愛媛県支部

の宮田守さんの計４点の作品

が佳作に決まった。

入選作は今年度のポスター

やパンフレットなど協会の印

刷物や出版物で活用される。

また、佳作とそれ以外の応

募作は、各支部などで積極的

に活用されるよう協会では期

対がん協会の平成20年度

（08年度）がん征圧スローガ

ンは長崎県支部（長崎県健康

事業団）の保健師・三浦美幸

さん（35）＝写真の「検診と

日々の暮らしで　がん予防」

に決まった。全国から応募の

あった159点の中から選ばれ

た。９月のがん征圧月間をは

じめ、創立50周年となる対

がん協会の年間スローガンと

して協会のポスターや出版物

などで活用される。

今年度は協会創立50周年

の節目の年に当たるため、昨

年までの各支部２点から５点

にスローガンの応募枠を増や

した結果、39の道府県支部

から昨年の倍以上に達する多

数の応募があった。

本部職員で予備選考したう

「がん征圧スローガン」決まる
長崎県支部 三浦美幸さんの作品

（ 8 ） （第三種郵便物認可） 対 が ん 協 会 報 2008年4月1日

待している。

入選した三浦美幸さんは長

崎県健康事業団健康企画課の

調査企画班に勤務している。

「保健師として日常業務の

中で精検の結果に触れる機会

も多いのですが、幅広い年齢

層でがんが見つかっている

中、『一次予防』『二次予防』

の大切さを伝えたいという願

いと、三人の母親の立場で感

じている『命の重み』や『健

康のありがたさ』『生活習慣

の大切さ』を家族の会話の中

や日々の暮らしに取り入れて

いただきたい、という願いを

込めて作りました」と話して

いる。

三浦さんは９月12日に仙

台市で開かれる50周年記念

全国大会で表彰される。

「検診と 日々の暮らしで がん予防」
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