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がん検診受診率横ばい

住民検診

胃がん12.1％、大腸がん18.6％、乳がん12.9％
厚生労働省は３月末、06
年度の地域保健・老人保健
事業報告の概況を発表し
た。それによると、市区町
村が実施している住民検診
でのがん検診受診率は胃が
んが 1 2 . 1 ％、肺がんが
22.4％、大腸がんが18.6％、
２年に一度の検診である子
宮がんは18.6％、乳がんは
12.9％で、06年度から統計
の取り方が変わった乳がん
を除き、いずれのがんも受

検診受診率を05年度と
比較すると、胃がんが0.3

たがん対策推進基本計画に
盛り込まれた今後５年以内

8.85％。このうち胃がんが
6604人、肺がんが3626人、

診率はほぼ横ばいとなった。
検診受診者数は胃がんが
422万7730人、肺がんが
738万7430人、大腸がんが
682万4088人、子宮がんが

ポイント減、肺がんが0.1
ポイント増、大腸がんが
0.5ポイント増、子宮がん
が0.3ポイント減、乳がん
が4.7ポイント減で、集計

に検診受診率50％という
目標には大きく及ばない結
果にとどまった。
一方、がん検診での要精
密検査者の割合は胃がんが

大腸がんが１万1447人、
子宮がんが1898人、乳が
んが 4 5 2 9 人に発見され、
検診受診者に対するがん発
見率は胃がんが0.16％、肺

332万265人、乳がんが163
万1811人だった。乳がん
は05年度までの視触診方

基準が変わった乳がんを除
くといずれのがんもほぼ横
ばい。昨年、閣議策定され

10.51％、肺がんが2.90％、
大腸がんが7.17％、子宮が
んが 1 . 1 6 ％、乳がんが

がんが0.05％、大腸がんが
0.17％、子宮がんが0.06％、
乳がんが0.28％だった。

式と視触診とマンモグラフ
ィの併用方式との合計か
ら、06年度からは視触診
とマンモグラフィの併用方
式に限定したため、
05年の
17.6％から06年度は12.9％
へと大幅に下がった。

がんホットライン

月〜金 午前10時〜午後4時

03−5218−4776
日本対がん協会は、看護師や社会福祉士が、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。
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対 が ん 協 会 報

6支部長、9事務局長が交代
局長）
日本対がん協会の６支部
岡山 支部長 井戸俊夫▽
で支部長が、９支部で事務
副支部長 阪本文雄▽事務
局長が交代した。主な異動
局長 矢部和久▽退任 末
は次の通り（敬称略）
。発
長敦（支部長）
、中原佑介
令日の表記のない人事は新
、在本茂（事務
任が４月1日、退任が３月 （副支部長）
局長）
31日付。
島根 常務理事（事務局長
青森 常務理事 石田健二
取扱）清水義史▽退任 佐
山形 専務理事兼事務局長
藤俊志（事務局長）
齋藤忠男▽退任 開沼哲男
山口 支部長 木下敬介▽
（専務理事兼事務局長）
退任 藤原淳（支部長）
茨城 事務局長 根本雅博
徳島 副支部長 小森将晴
▽退任 下河辺幸夫（事務
▽常務理事 松下光彦
局長）
長崎 副支部長 入江季記
栃木 支部長 小林恒夫▽
▽退任 山崎晋一朗（副支
副支部長 北澤潤▽退任
部長）
富永慶晤（支部長）
、矢口
鹿児島 専務理事 月野健
富士夫（副支部長）
一▽常務理事 鮫島衆二▽
埼玉 事務局長 篠崎智子
事務局長 徳永修▽退任
▽退任 道祖土次男（事務
福永功（専務理事）
、池田
局長）
史和（事務局長）
千葉 事務局長 櫻井義人
▽退任 小川雅司（副支部
長）
、
藤田智恵子
（事務局長）
新 事 務 局 長
神奈川 支部長 馬嶋正剛
山形 齋藤 忠男（さいと
（平成19年５月１日付）▽
う・ただ
退任 加藤勲（支部長、平
お）氏
成19年４月30日付）
県健康福
新潟 副支部長 石上和男
祉部次
▽退任 鈴木幸雄（副支部
長、県置
長）
賜総合支庁長などを歴任。
山梨 支部長 薬袋健▽退
59歳。
任 大久保幹雄（支部長）
静岡 支部長 鈴木勝彦▽
茨城 根本 雅博（ねも
副支部長 篠原彰▽専務理
と・まさ
事 指出昌秀▽退任 岡田
ひろ）氏
幹夫（支部長）
土木部次
富山 常務理事 金森忠夫
長、茨城
▽健康増進センター所長
県南総合
大江浩▽退任 前田昭治
事務所長などを歴任。
60歳。
（副支部長）
三重 副支部長 堀木稔生
埼玉 篠崎 智子（しのざ
▽退任 向井正治（副支部
き・さと
長）
こ）氏
滋賀 常務理事兼事務局長
県健康福
北村太一郎▽退任 北岸尚
祉部副部
（専務理事）
、教野良隆（常
長、入間
務理事兼事務局長）
東福祉保健総合センター所
和歌山 事務局長 植野博
文▽退任 上出明彦（事務
長などを歴任。60歳。
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新 支 部 長
栃木 小林 恒夫（こばや

静岡

鈴木

勝彦（すず

し・つね
お）氏

き・かつ
ひこ）氏

前・県環

県医師会

境森林部
長。
60歳。

会長。68
歳。

神奈川 馬嶋 正剛（まじ

岡山 井戸 俊夫（いど・

ま・せい

としお）

ごう）氏
がん対策
推進本部
長、県医
師会副会

氏 県医
師会会
長。73歳。

長。72歳。
山梨 薬袋 健（みない・

山口 木下 敬介（きのし

けん）氏
県医師会
会長。74
歳。

た・けい
すけ）氏
県医師会
会長。65
歳。

千葉 櫻井 義人（さくら

岡山 矢部 和久（やべ・

い・よし

かずひ

と）氏
集団検診
事業本部
副本部
長、診療部組織改革担当部

さ）氏
県美作県
民局地域
政策部総
務課長、県労働委事務局長

長などを歴任。58歳。

などを歴任。59歳。

滋賀 北村 太一郎（きた

島根

清水

義史（しみ

むら・た

ず・よし

いちろう）
氏 県産

ふみ）氏
県総務部

業支援プ
ラザ理事
兼事務局長などを歴任。60

参事、県
隠岐支庁
長などを歴任。59歳。

歳。
和歌山 植野 博文（うえ

鹿児島 徳永 修（とくな

の・ひろ
ふみ）氏
県住宅供
給公社専

が・おさ
む）氏
大島支庁
瀬戸内事

務理事、
県議会事務局次長などを歴
任。59歳。

務所長、
かごしま県民交流センター
副館長などを歴任。60歳。
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基本健康診査での喫煙率
男28.5％、女6％ 男のワースト１は山梨

（第三種郵便物認可）
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禁煙補助薬の販売を予定
しているファイザーは５月
31日の
「世界禁煙デー」を
機に、業務時間内は全社を

06年度に住民検診の基
本健康診査
（40歳以上）
を受
けた人は1308万6816人で
対象者に対する受診率は
42.4％で05年度に比べ1.4

全面禁煙にすると発表し

ポイント下がった。受診者
は男約456万１千人、女は
約 8 5 2 万 ６千人で男の約
1.9倍だった。この基本健
康診査を受診した人に喫煙

きが広がるかどうか注目さ

状況を聞いたところ、全国
平均では男28.5％、女６％
だった。
喫煙率は男女とも年齢が
高くなるにつれ下がり、男
の場合、40歳代が48.4％と
もっとも高いが、50歳代
は42.5％、60歳代の前半は
34.7％、60歳代の後半は
27.2％と次第に下がってい
る。女も同様で、40歳代
は13.5％ともっとも高い
が、50歳代は8.9％、60歳
代の前半は5.9％、後半は
4.4％と次第に低くなる。

た。大手企業で全社全面禁
煙に踏み切るのはジョンソ
ン・エンド・ジョンソンの例
がある。今後、こうした動
れそうだ。
ファイザーでは全
社禁煙の目的として
①健康企業としての
使命、②社員とその
家族の健康維持、受
動喫煙の防止、③社

フ
ァ
イ
ザ
ー

全
社
補助薬を販売する企 を
業としての姿勢、を 全
あげている。
面
禁煙の対象者は契 禁
約社員や長期アルバ 煙
イトを含む全社員で、 に
会の禁煙に対する意
識の高まり、④禁煙

喫煙率を都道府県別に見

業務時間内や顧客ま
たは代理店と接触している
時間も禁煙とする。社内だ
けでなく、社有車内、主催
または共催イベントの会場

ると男の喫煙率は山梨が
46.3％と唯一40％を超えて
いる。次いで山形（36.4％）
、

と敷地全体も禁煙とする。
社員へのサポートとして
医療機関で禁煙治療を受け

石川
（35.9％）
が続く。逆に
低いのは広島（19.2％）、

る社員に治療費を補助し、
４月から10月末までに禁

山口
（21.2％）
、
島根
（21.6％）
で、広島は山梨の4割程度
の喫煙率だった。地域的に
は山梨を除くと東北と九州
で高い傾向にある。

煙治療を終了した社員に対
し、5000円を支給する。
ファイザーでは５月上旬
に経口の禁煙補助薬を発売
する予定。
これに先立ち、同社では

一方、女は北海道が
11.9％で唯一10％を超えて
いる。次いで大阪（9.3％）
、
東京
（8.8％）
、
神奈川（7.7％）
など都市部で高い傾向がは
っきり。逆に低いのは島根

禁煙スローガンと啓発ポス
ターを作成、節約したタバ
コ代を貯金するための禁煙
貯金箱の提供も始めてい
る。また。社内のイントラ

（2.1％）
、鹿児島（2.1％）
、
広島
（2.6％）で、島根、広
島は男女ともに喫煙率が全
国平均よりかなり低かった。

ネットを利用し、
「e（いー）
禁煙への虎の巻」というネ
ット上の教育プログラムも
実施している。
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2006年度対がん協会支部のがん検診実施状況㊦市町村検診実施率
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07年度の寄付は1億9505万円
前年度比26％の大幅増

ほほえみ基金が好調

日本対がん協会への07
年度の寄付総額が06年度
よりも4034万円、26％増
えて、１億9505万円に達
したことがわかった
（速報）
。

300万円の寄付も２件
あった。一般寄付も2.2
倍の大幅増となった。
乳がん征圧に限定し
た「ほほえみ基金」は

このうち企業からの「法
人寄付」は7183万円。06

ピンクリボン運動の盛
り上がりで乳がん征圧

年度の6468万円から11％、
715万円増えた。寄付をし
た企業の数は06年度の88

運動の認知度が高まっ
たこともあって329万
円増えて5907万円に

社から91社に微増した。
一方、「個人寄付」は
2790万円で前年度比2.68
倍という大きな伸び。100
万円以上の大口寄付が相次

達した。ピンクリボン
運動に対する協会との
事業連携に参入する企業が
相次いだ成果だ。
一方、
「禁煙基金」はほ

ウェブ上からクレジットカ
ードで募金ができる「オン
ライン募金」は50万円だ

ぐなど、まとまった寄付が
伸びた結果だ。個人寄付の
最高額は1000万円だった。
遺贈、香典返しを中心に
した
「一般寄付」
は2998万
円で最高額は 1 5 0 0 万円。

ほえみ基金の影に隠れる形
で前年度の約３分の１の
221万円に過ぎず、禁煙基
金をどう生かすかが今年度
の課題になりそうだ。
06年度にスタートした

協会への寄付に対する問
ったが06年度の12倍で、
い合わせは協会事務局
今後の伸びが期待される。
協会では寄付の増加が、 （03−5218−4771）へ。協会
がん無料相談「がんホット
ホームページでも寄付の方
ライン」などの患者支援事
法などについて案内してい
業や、がん啓発事業の拡大
る。
（www.jcancer.jp）
。

⊂ 部位別がん患者数 ⊃
男は前立腺、女は乳がんが最多

寄付総額

1億9,505万1,425円
前年度 1億5,470万6,801円
予算
1億8,878万円
前年度比 126.1％
予算比
103.3％

に直結するため、08年度
はさらに「善意」の増加に
期待している。

４位が乳がんとなっている。 3000人）
、心疾患（165万
この患者数は調査時点で
8000人）
の順。悪性新生物
抽出した全国の医療施設に （がん）は患者数が 1 4 2 万
入院または通院し、継続的
3000人で６番目に多かった。

厚生労働省はこのほど最

った。女性は乳がんが15

新の保健統計を発表した。
平成17年（05年）10月現
在の患者調査の結果による

万4000人でトップ、大腸
がん９万8000人、胃がん
７万3000人の順だった。
男女の合計では大腸がん
が21万3000人でトップ、

に医療を受けている患者を
調査、全国推計したもの。
主要な傷病の総患者数で

患者数を10位までみる
と脳血管疾患（136万5000
人）
、白内障（128万8000

は高血圧性疾患が 7 8 0 万
9000人でトップ、
次いで歯

人）
、喘息（109万2000人）
、
関節症（99万3000人）と

胃がんが20万8000人で患
者数がほぼ並んだ。次いで

科関係疾患（566万4000
人）
、糖尿病（246万9000
人）、脊柱障害（2 1 5 万

続いている。大腸がん、胃
がんはともにがん患者の約
７人に１人を占めている。

と、がんの部位別患者数で
は男性は前立腺がんが18
万2000人でトップ、次い
で胃がん13万5000人、大
腸がん11万5000人の順だ

全体の３位が前立腺がん、

2008年5月1日
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〜 脱タバコ社会実現に向けて 〜
学術会議が要望書
日本学術会議は３月４
日、喫煙はがん、循環器疾
患、呼吸器疾患などさまざ
まな健康障害の直接、間接
の原因になっているとし

年に39.3％と初めて40％
を切ったが、先進国の中で
は突出して高い。一方、女
性の喫煙率は 0 5 年には
11.3%だったが、若い世代

お一層の教育・啓発を実施
する、②喫煙率の数値目標
を設定する、
③職場・公共の
場所での喫煙を禁止する、
④未成年者喫煙禁止法を遵

器疾患も増加させていると
指摘した。また、分科会の
各委員がタバコ規制の現状
を客観的に評価するため、
欧州30か国のタバコ取り

て、喫煙率削減の数値目標

では増加していると警告し

守し、次世代の国民を守る、

組み規制基準で日本の取り

を設定するほか、職場・公
共の場所での喫煙の全面禁

た。さらに、昨年策定され
た国の「がん対策推進基本

⑤タバコ自動販売機の設置
を禁止し、タバコの警告文

組みを評価したところ、
100点満点で25.5点にすぎ

止など７項目の具体的な提
言をまとめ、政府などに要

計画」にもタバコ産業界か
らの反対で、喫煙率削減の

を簡潔かつ目立つようにす
る⑥タバコ税の大幅引き上

ず、70点を超えるアイル
ランド、英国にはるかに及

望書を提出した。
これは同会議の健康・生
活科学委員会・歯学委員会
合同脱タバコ社会の実現分
科会がまとめたもの。日本
の成年男性の喫煙率は05

数値目標が設定されなかっ
たと指摘した。
こうした状況を踏まえ、
要望書では、国民をタバコ
の害から守るため、①タバ

げ、⑦タバコの直接的・間
接的被害から国民を守る立
場からタバコ規制を行う、
の７項目を提言した。
要望書では喫煙とがんの

ばないだけでなく、30か
国中最低だったルクセンブ
ルクの26点よりも低く、
最
低水準以下と指摘している。
そのうえで提言では、タ

コの健康障害について、な

関係について、喫煙者は非
喫煙者に比較し、数倍から
十数倍も肺がんが多く発生
し、ニコチンの血管収縮作
用により喫煙量が多いほど

バコ税を大幅に引き上げ
て、税収を確保したままタ
バコ消費量の減少を図るほ
か、先進国に比べて低いタ
バコ対策推進費を先進国並
みに大幅に引き上げるべき

がん性疼痛緩和の協会設立
緩和ケアネットもスタート
がんによる痛みを和らげ
る緩和治療の普及・推進を
図る「がん性疼痛緩和推進
コンソーシアム」が４月２
日、設立された。国内で医

ん患者が感じる痛みを医師
にきちんと伝えられるよう
痛みの程度や部位、パター
ンなどを一定の方法で測
定・評価する「痛みのアセ

療用麻薬を製造販売する塩
野義製薬、帝国製薬、テル
モ、ヤンセンファーマの4
社が参加している。
がんによる痛みの緩和へ

スメント」を普及させてい
くことにしている。
コンソーシアム事務局は

の対応は、我が国ではまだ

田正美部長が就任した。
また、厚労省がＮＰＯ法
人日本緩和医療学会に委託
した「緩和ケア意識調査委
託事業」によって設けられ
た緩和ケア普及啓発推進班

不十分だといわれている。
このため、
コンソーシアムで
はがんによる痛みの緩和を
専門とする医師や看護師な
ど医療従事者だけでなく、
がん医療に携わる医療関係
者、がん患者とその家族に
まで広げていくのが狙い。
具体的には緩和ケアに関
する正確な知識の普及啓発

塩野義製薬がん疼痛克服推
進部に置き、代表者には森

の成果として、緩和ケアネ
ット（www.kanwacare.net）
が３月末にスタートした。
緩和ケアに関連するさまざ
まな情報が掲載されたほ

を目的としたオレンジバル
ーン・プロジェクトを立ち
上げ、緩和ケア関連団体と

か、プロジェクトの概要や

の連携を密にするほか、が

見ることもできる。

痛みのコントロールに関す
るプロモーションビデオを

心筋梗塞など冠動脈疾患の
死亡リスクが増加し、呼吸

だと指摘している。

今年度のがんホットライン
6000件の相談が目標
がんホットライン相談件
数の急増に伴って、協会で
は相談の概要が手早く入
力、集計できるよう、今年
３月には新入力システムを

回線も３回線から４回線
に増やし、相談員もさらに
増員するなど新年度は07
年度の件数をさらに倍増す
る6000件を目標に態勢充

導入した。

実を図っている。

（8）

（第三種郵便物認可）

対 が ん 協 会 報

07年度のがんホットライン
前年度2.5倍の3454件
看護師や社会福祉士が、
がん患者や家族のさまざま
な悩みに答える無料電話相
談「がんホットライン」の

じて知られるようになった
こともあって、相談件数は
3454件と2.5倍に増えた。
相談者の割合は女性が

相談件数が07年度は3454
件と前年度の2.5倍に達し
た。昨年11月から月曜日
の相談を開始し、週日は毎
日相談に応じるなど態勢を

2648件（76.7%）
、男性が
806件（23.3%）と女性が
４分の３を占めている。相
談者の続柄は患者本人から
が2078件（60.2%）ともっ

拡充した結果だが、相談電
話はますます増える傾向に

とも多く、次いで娘366件
（10.6%）
、妻359件（10.4%）
などだった。
また、相談内容を部位別
に見ると
（７面のグラフ参

2008年5月1日

時間枠や曜日も
大幅に拡大

の多いがんが続く。
相談の内容は診断・治療
に関するものが1320件と
38.2%を占め、症状、副作
用や後遺症に関する相談が

に増えたのは①07年５月
から回線数を２回線から３
回線に増やしたほか、11
月からは月曜日の相談を本
格的に開始し相談態勢が拡

6000件の相談を受け付け
られる態勢をとっている。
がんホットラインは06
年４月18日にスタートし、
初年度は1370件の相談を
受けた。07年度はがんホ

照）
乳がん941件
（27.2%）
、 428件（12.4%）
、がんへの
肺がん406件
（11.8%）
、
大腸
不安など心の問題が397件
がん399件
（11.6%）
､胃がん （11.5%）
、がんの告知やセ
314件
（9.1%）
、
子宮がん189
カンドオピニオンに関する
件
（5.5%）
、前立腺がん169
ものが286件（8.3%）
。医
件
（4.9%）
、胆のう・膵臓が
療者との関係に関する相談

充された、②メディアに取
り上げられたり、全国のが
ん診療連携拠点病院や図書
館に案内リーフレットを送
ったりするなど、がんホッ

ットラインが新聞や雑誌な
どさまざまなメディアを通

ん148件
（4.3%）
、卵巣がん
105件
（3.0%）
など、患者数

向上したためとみられる。
（７面に続く）

あるため、４月からは午後
に加えて、午前10時から
相談をスタートさせ、年間

も190件（5.5%）あった。
昨年度の相談件数が大幅

トラインの知名度が大幅に

