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今後、協会では

これまでのがん征

圧マークに代えて

新ロゴマークを使

用する。また、戸

田氏は新ロゴマー

クに合わせて「日

本対がん協会」と

いう明朝体を基調

とした新しいロゴ

タイプ（字体）を

制作、協会では新

マークとともに新

ロゴタイプを各種

印刷物などに使用

していく（ロゴタ

圧マークを制定したが、こ

のデザインは当時、がん征

圧のうえで最大の課題だっ

た胃がんをイメージしてデ

ザインされている。その後、

全がんによる死者が増え続

ける中で、胃がんによる死

者は相対的に減少し、15

年前には男性の肺がんによ

る死者が胃がんを抜き、10

年前には男女合計でも肺が

んが部位別死因のトップに

なった。新ロゴマークはこ

の間の大きな変化を受け

て、全がんの征圧をイメー

ジして作成されたもの。

日本対がん協会は創立

50周年を期に協会のロゴ

マークを新規に制定するこ

とにし、新ロゴマークが６

月の理事会・評議員会と全

国事務局長会議に報告、紹

介された。

新ロゴマークは協会がグ

ラフィック・デザイナーの

戸田正寿氏に依頼して制作

したもの。出来あがったデ

ザインは赤と青を基調にハ

ート形の二つの流れがクロ

スしている（マーク参照）。

協会ではこれまで創立

15周年の35年前にがん征

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。

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　新理事長に箱島氏
３面　全国事務局長会議
４～６面 07年人口動態統計概数発表、

がん部位別都道府県別死亡率
など

７面　世界禁煙デーシンポジウム
７面　今年のリレー・フォー・ライフ６箇所で

協会の新ロゴマーク決まる
50周年を期に新デザイン

に評価されている。ニュー

ヨーク近代美術館、ハンブ

ルク美術館など各地の美術

館に作品が所蔵されている。

協会では50周年を機に、

従来のがん征圧マークを新

ロゴマーク、新ロゴタイプ

に切り替えるが、各支部な

どでは引き続きがん征圧マ

ークを使用していくことも

可能だ。

イプ参照）。

ロゴマークとロゴタイプ

をデザインした戸田氏は朝

日新聞のニュース週刊誌

「アエラ」の表紙アートデ

ィレクションを手がけてい

るほか、フランス国際デザ

イン展グランプリ、ブルノ

国際グラフィックデザイン

ビエンナーレ2002金賞を

受賞するなど活躍が国際的

新ロゴマークをデザイン、
征圧月間を告知する今年の
がん征圧月間ポスター
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日本対がん協会の平成

20年度理事会と評議員会

は６月10日、東京都内で

開かれ、平成19年度の事

業報告と決算、平成20年

度の補正予算をそれぞれ承

認した。続いて役員改選を

行い、広瀬幸雄理事長（朝

日新聞社常勤顧問）が退任、

後任に朝日新聞社特別顧問

（前社長）の箱島信一氏を

選んだ。

また、常務理事の岡本圀

衛氏（生命保険協会会長）

と関戸衛氏（対がん協会事

務局長）が退任し、後任に

荒田茂夫氏（朝日新聞社コ

ンプライアンス委員会事務

局長）、松尾憲治氏（次期

生命保険協会会長、明治安

田生命社長）、理事の関原

健夫氏（日本インベスタ

ー・ソリューション・アン

ド・テクノロジー社長）を

選任した。理事は奥正之氏

（前全国銀行協会会長、三

井住友銀行頭取）らに代わ

り、杉山清次氏（全国銀行

協会会長、みずほ銀行頭取）

ら４人が選ばれた。

評議員では阿部薫氏（国

立がんセンター名誉総長）

ら５人が退任し、石井勤氏

新理事長に箱島氏
新常務理事に荒田、松尾、関原氏

新 理 事 長
箱島　信一（はこしま・し

んいち）

氏 62年

朝日新聞

社入社、

9 9 年か

ら05年まで同社社長、06

年６月から同社特別顧問。

70歳。

宮崎　稲倉　正孝（いなく

ら・まさ

たか）氏

県医師会

長。 6 9

歳。

師の喫煙率は00年27.1%、

04年21.5%、女性医師は00

年6.8%、04年5.4%と減少

している。

今回の調査では喫煙とス

トレスの関係についても把

握するため、夜勤・当直、

労働時間、睡眠時間、アル

コール摂取量など従来にな

かった項目も追加した。

新 常 務 理 事

新 支 部 長
日本医師会はこのほど会

員を対象に、「喫煙とその

関連要因に関する調査」を

実施すると発表した。この

調査は00年以来、４年ご

とに実施されており、今回

が３回目。

調査対象は会員からラン

ダム抽出した男性3000人、

女性1500人の医師。男性医

日本対がん協会宮崎県支

部では４月１日付で支部長

が交代した。退任は３月

31日付。（敬称略）

宮崎 支部長　稲倉正孝▽

常務理事　松田豊▽退任

秦喜八郎（支部長）板東啓

男（常務理事）

荒田　茂夫（あらた・しげ

お）氏 72年朝日新聞社

入社、07年５月から同社

コンプライアンス委員会事

務局長、58歳。

松尾　憲治（まつお・けん

じ）氏 73年明治生命保

険相互会社入社、05年か

ら社長、58歳。

関原　健夫（せきはら・た

けお）氏 69年日本興業

銀行入行、みずほ信託銀行

副社長などを歴任。62歳。

宮崎で支部長が交代

（朝日新聞社グループ戦略

本部長就任予定）が選ばれ

た。

新しい人事はいずれも７

月１日付で次の通り。（敬

称略。現職、年齢はともに

６月10日現在）

【新任】理事長　箱島信一

▽常務理事　荒田茂夫、松

尾憲治、関原健夫▽理事

児玉孝（日本薬剤師会会長）

塩見知司（日本対がん協会

事務局長）、杉山清次、宗

岡正二（日本鉄鋼連盟会長、

新日本製鐵社長）▽評議員

石井勤

【退任】理事長　広瀬幸雄

▽常務理事　岡本圀衛、関

戸衛▽理事　奥正之、佐々

木元（日本電気会長）、三

船剛由（日本対がん協会マ

ネジャー）、中西敏夫（前

日本薬剤師会会長）、馬田

一（前日本鉄鋼連盟会長）、

杉村隆（日本対がん協会顧

問）▽評議員　阿部薫、渋

谷大助（宮城県対がん協会

検診センター所長）、富永

祐民（愛知県がんセンター

名誉総長）、中島俊明（朝

日新聞社グループ戦略本部

長）、星旦二（首都大学東

京教授）

厚生労働省の受動喫煙防

止対策のあり方に関する検

討会（座長・久道茂宮城県

対がん協会長）は６月11日、

第２回の会合を開き、各委

員が意見発表を行った。

内田健夫委員（日医常任

理事）は04年に実施した日

医会員への喫煙意識調査の

結果、「院内全面禁煙が

日医が会員対象に喫煙調査

54.2%、喫煙コーナ

ー指定が35.2%だっ

たと報告、「今年は

４年に一度の調査実

施年だが、対策は着

実に進んでいると思

う」と述べた。（左

下に関連記事）

遠藤治委員（麻布

大学准教授）は大学

キャンパスでの対策

について、「灰皿設

置場所以外の大学施

設内全面禁煙、灰皿設置場

所の漸次縮小、健康管理セ

ンターによる禁煙相談が行

われている」と報告、「効

果は着実に上がっているが

違反者がなくならないこと

も事実。違反への対処につ

いて解決策が見いだされて

いない」と述べた。

見城美枝子委員（青森大

学教授）は、喫煙者の受動

喫煙に対する意識改革を進

めるにはメディアの活用や

インターネットでの情報提

供などが有用と指摘した。

望月友美子委員（国立が

んセンター研究所）はたば

こ対策を包括的に進めるに

は「たばこを吸わないのが

当たり前」という社会通念

の確立とともに、あらゆる

政策手段の開発が重要。今

後３～５年程度を目途に段

階的実施計画を組み、最終

的には諸外国のように公共

の場や職場での全面禁煙実

現を目指すべきだと強調した。

受
動
喫
煙
防
止
対
策
検
討
会
開
く
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全国事務局長会議を開催
目標が達成可能だと答えた

自治体はゼロで、不可能と

答えた自治体が50にのぼ

ったと明らかにした。また

数値目標実現への課題とし

て（複数回答）予算が足り

ない54％、機材が足りな

い43％、人材が足りない

なかったと述べて、検診受

診率計算の方法にも大きな

問題が潜んでいると指摘し

た。

さらに、この自治体アン

ケートでは69自治体のう

ち、５年以内に検診受診率

を50％以上にするという

日本は個人負担が常識にな

っている不思議さを指摘し

た。

また、特定検診が今年か

ら実施されるが、効果のは

っきりしない特定検診に比

べ、死亡率減少効果が科学

的に明確になっているにも

かかわらず、がん検診が軽

視されている現状に強い疑

問を呈した。

32％など足りないづくし

の状況だと述べた。

そのうえで浅井氏は日本

のがん検診の構造的な問題

点として、事業主体がはっ

きりしておらず、自治体か

ら見ると財源の確保が根本

的な問題で、検診受診率が

上がると予算を超過してし

まうと説明、欧州では個人

負担ゼロが当たり前なのに

浅井氏はがん検診につい

て「取材すればするほどわ

からなくなる世界だ」と率

直な感想を述べた。

昨年秋、朝日新聞社が県

庁所在都市と東京23区を対

象にアンケートを実施した

経緯を紹介。山形市では大

腸がんの男性受診者が

70.8%に達し、すでに50％

という国の数値目標を超え

ているのに「担当者はそん

なに喜んでいない」実情を

紹介、同市では実際の受診

者は対象者の12.5%に過ぎ

日本対がん協会の平成20

年度全国事務局長会議は６

月16日、東京・麹町の全国

都市会館で開かれた。まず

６月末で退任する広瀬幸雄

理事長が「激動の２年間だ

ったが、温かいご支援をい

ただいた」と謝辞を述べた。

次いで７月１日から理事長

に就任する箱島信一・朝日

新聞社特別顧問が「朝日新

聞社長だった99年から05

年にかけてほぼ同時期に協

会理事を務めたが、理事を

退いて３年になり、がんを

めぐる環境も大きく変化し

た。協会に対する役割や期

待は一層高まっており、創

立50周年という節目の年に

力を尽くしたい」と抱負を

語った。

この後、朝日新聞の浅井

文和編集委員（医療担当）と

対がん協会顧問弁護士の秋

山紀男氏の講演が行われ、

事務局が平成20年度の事

業報告と受診率向上対策な

どについて報告した。

受診率向上に関しては朝

日新聞の定例世論調査に連

動する形でがん検診に関す

る調査を実施し、全国的に

正確な検診受診率を把握。

そのうえで受診率向上に向

けてどういった対策が必要

で有効か、具体策を検討し

たいという方針が報告され

た。これに対し、支部から

は「どの自治体も今年から

始まる特定検診にかかりき

りの状態で、その影響でが

ん検診受診率が大幅に下が

るのではないかという危惧

が出ている。こうした点を

踏まえ、対応を検討してほ

しい」と要望が出された。

理由があるかどうかを見極

め、もっと調べる必要があ

るかどうかを素早く判断す

る。こちらに落ち度がない

場合はクレームをつけた相

手に言うべきことを言う、

逆に問題がある場合には解

決のための話し合いを誠実

にすることが重要だと述べ

た。

問題に関する経験が豊富。

その経験をもとに、リスク

管理の一般論としてクレー

ムがあったときは問題を起

きた時の当事者に任せると

かえって判断を誤る可能性

があり、絶対にすべきでは

ない。組織内で客観的に物

事を見ることのできる人に

まず検討させ、クレームの

からは有効だが、個別的な

肺がん発見方法としては完

全とはいえないし、受診者

はこのようなものであると

予期すべきだ」として損害

賠償請求を退けたと述べた。

秋山弁護士は日赤血液事

業顧問など医療関係の法律

検査すれば肺がんは発見可

能だったとみられる」が、

「集団検診では多数のフィ

ルムを短時間に流れ作業的

に読影するのが普通で、読

影医の疲労や経験の影響は

否定し得ない」とし、「検

診は集団的な健康水準維持

秋山幹男氏は「がん検診

とリスク管理」と題して講

演した。

検診をめぐる最近の裁判

所の判例について紹介。昭

和63年と平成元年に集団検

診で胸部レントゲン撮影

し、腫瘍の可能性のある陰

影があったにもかかわら

ず、異常なしとの判定を受

けたが、平成２年に肺がん

と診断され、同３年に死亡

したケースについて裁判所

の判断を説明した。「精密

「受診率50％の問題点」
浅井文和 朝日新聞編集委員

「がん検診とリスク管理」
秋山幹男 弁護士

受診率向上策めぐり
活発な議論
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肺がん死は2000人以上増加

がん死者３３万６０００人
０７年の人口動態統計

厚生労働省は６月４日、

07年の人口動態統計の概

数を発表、07年のがんに

よる死者は33万6290人に

達し、一昨年より約7000

人も増加したことがわかっ

た。10万人あたりの死亡

率は266.7で一昨年より5.7

ポイント増加している。

発表によると、07年の

がんによる死者は男が20

万2628人、死亡率は329.4、

女は13万3662人で死亡率

は207だった。07年の死者

の総数は110万8280人でが

んによる死者は30.3%を占

め、３人に１人ががんで死

亡した計算だ。主要死因で

は心疾患が15.8%、脳血管

疾患が11.5%、肺炎が9.9%

となっており、がんの突出

ぶりが目立っている。

部位別の死亡者数では肺

がんが６万5576人で06年

より2351人増え、２位の

胃がんをさらに引き離し

た。10万人あたりの死亡

率も50.1から52.0に増加、

男の死亡率は74.6から77.5

に、女も26.8から27.7に上

昇した。

（５面に続く）
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2007年（平成19年）人口動態統計概数の発表結果から
部位別に見ると、胃では

①秋田69.0、②山形59.1、

③新潟57.7、④島根55.0、

膵がん死者も大幅に増加

都道府県別の傾向

部位別死因の第３位は大

腸がんで死亡者は４万

1836人。死亡率も男が36.4

から37.1に、女も28.9から

29.4に増えた。

死因第４位は肝がんで、

死者は３万3583人。死亡

率は26.6で06年とほとん

ど変化はなかった。

死因第５位の膵がん死者

も肺がん同様増加が目立っ

ており、２万3366人から

２万4612人へと1200人以

上も増えた。男女とも死亡

率が増加し、男は20.4から

21.2に、女は16.8から18.0

に増えた。

部位別死者を男女別に見

ると、男は①肺４万7659

人、②胃３万3131人、③

大腸２万2833人、④肝２

万2289人で、長い間、男

のがん死因３位だった肝が

んを大腸がんが上回った。

一方、女は①大腸がん１

万9003人、②肺がん１万

7917人、③胃がん１万

7446人、④乳がん１万

1322人、⑤肝がん１万

1294人で、肺がん死者が

胃がんを初めて上回った。

手42.0、⑤鳥取40.9。

（６ページの表参照）

⑤富山53.2の順。

大腸は①青森45.9、②秋

田43.8、③新潟42.5、④岩

都道府県別に死亡率を見

るとがんによる死亡率（人

口10万人対）が300を超え

たのは06年より２県多い

13県だった。

10位までを見ると、秋

田が352.1でワースト１位

だったほか、②島根346.1、

③和歌山333 .1、④山口

330.8、⑤鳥取329.4、⑥青

森327.5、⑦山形322.4、⑧

新潟319.6、⑨長崎318.7、

⑩佐賀314.0となっている。
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表と文中の死亡数と死亡

率は厚労省発表の数字だ

が、表は一部を改変して作

成。07年の数字は概数。

「胆」=胆のうおよびそ

の他の胆道のがん。

「肺」＝気管、気管支お

よび肺のがんの合計。

④～⑥ページの表中と文

中のがん部位の正式な名称

は次の通り。

「大腸」＝結腸のがん、

直腸Ｓ状結腸移行部および

直腸のがんの合計。

「肝」＝肝および肝内胆

管のがん。

胃は秋田、大腸は青森、肺は和歌山がワースト1
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薬が有効と報告した。こど

もは短期間でニコチン依存

症に陥り、タバコを吸わな

いと集中力低下などニコチ

ン依存症の禁断症状が出る

が、ニコチンパッチを１週

間程度張るだけで、「卒煙」

できると指摘。こどもの喫

煙には「謹慎」ではなく、

「治療」が重要で、全国の

病院に子どものための卒煙

外来を設ける必要がある、

と述べた。

このあと国立成育医療セ

ンター研究所室長で禁煙外

来担当の原田正平医師が子

どもをたばこの害から守る

ための小児医療関係者の活

動について報告した。禁煙

デーのシンポに小児科医が

招かれたのは初めて。子ど

もを喫煙の害から守るため

に、シンポジウムは大きな

盛り上がりを見せた。

始するとニコチン依存のた

めに喫煙者になる可能性が

高く、この時期が非喫煙に

導く重要な分かれ道だと強

調した。そのうえで、「大

人の大半は非喫煙者。この

事実を子どもたちにきちん

と伝え、思春期や青年期に

たばこに引っかからないよ

うに励ましたい」と述べた。

静岡市保健福祉子ども局

の加治正行医師は静岡県立

こども病院で卒煙外来を担

当した経験をもとに、こど

もの禁煙治療の重要性を訴

えた。加治医師は①こども

の喫煙率はかなり高い、②

喫煙開始年齢が低いほど心

臓病やがんなど若年死亡率

が上昇する、③喫煙開始年

齢が低いほど短期間でニコ

チン依存状態になる、④こ

ども喫煙者に対してもニコ

チンパッチなどの禁煙補助

５月31日の世界禁煙デ

ーに合わせた記念シンポジ

ウムが５月30日、東京の科

学未来館で開かれ、300人

近い参加者が熱心に聴き入

った。今年のテーマは「子

どもをたばこの害から守る

ために」。小児科医や教育

関係者ら専門家が喫煙によ

る子どもの健康被害の恐ろ

しさを次々に訴えた（写真）。

神奈川県立こども医療セ

ンター母性内科の萩原聡子

医師が妊娠期間中の喫煙は

妊婦だけでなく、胎児にも

悪影響を及ぼし、喫煙する

妊婦は早産のリスクが高ま

り、出生時体重を減少させ、

出生後も乳幼児突然死症候

群の誘因となる可能性が高

いと報告されていると指摘

した。そのうえで、妊娠の

トラブルなどで同センター

周産期診療部を受診し、喫

煙状況が把握できた妊産婦

721例のうち、妊娠判明時

に喫煙していたのは134例、

妊娠判明後に71例が禁煙

したものの、47例は喫煙を

継続、異常妊娠が判明した

後も23例は喫煙を継続し

ていたと報告した。

さらにその夫を調べたと

ころ、411人のうち妊娠判

明時に喫煙していたのが

217例、妊娠判明後も187例

が喫煙を継続、異常妊娠判

明後も131例が喫煙を継続

いく必要がある」と指摘し

た。

次いで青山病院（愛知県）

小児科部長の中川恒夫医師

は名古屋女子大学が03年

から敷地内全面禁煙に踏み

切り、04年から喫煙した

場合は自主退学するという

禁煙誓約書を出すことを義

務づけたと報告。この措置

で喫煙が原因とみられる周

産期死亡の減少が将来的に

は２人に達すると推測され、

全国的には約800人の周産

期死亡が減らせると述べた。

次に和歌山県田辺市第３

小学校の北山敏和・元校長

が教育現場での経験をもと

に、たばこ問題のマスター

キーワードは「依存」で、

欧米や国内の調査でも喫煙

開始は15歳から20歳ごろ

までの思春期や青年期に集

中し、その時期に喫煙を開

していたと述べ

た。

萩原医師は「妊

娠期間中だけでな

く、出産後も禁煙

を継続すること

で、乳幼児や次の

胎児への喫煙の被

害を減少できるこ

とを伝えていく必

要がある。母親だ

けでなく、夫の喫

煙率が高いことに

も注目、啓発して

～世界禁煙デーシンポジウム～
子どもをたばこから守るための具体例報告

当面は厚生労働省や財務省、

ＪＴ、たばこ農家などから

ヒアリングを行い、たばこ

税の増税の可能性も含め、

平成21年度の税制改正論

議に反映させていきたい考

えだ。

までにたばこ対策の方向性

をまとめる方針。

設立総会には代理を含め、

自民党や民主党など与野党

の国会議員40人以上が出

席した。共同代表に与野党

の国会議員７人が就任した。

従来のたばこ事業法によ

る財源確保と産業育成の考

え方から脱却し、国民の健

康を守る立場からたばこと

社会のあり方を考え、今秋

超党派の国会議員による

「たばこと健康を考える議

員連盟」が６月13日、東京・

永田町の憲政記念館で設立

総会を開いた。

たばこと健康を考える議連発足
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医学部祭と同時に開催する

など各地の実情や地域の特

性に合わせて実施する。

リレー・フォー・ライフ

の詳細は対がん協会トップ

ページ（www.jcancer.jp）

でリレー・フォー・ライフ

のコーナーをクリックする

と、各実行委員会のホーム

ページにリンクが張られ、

最新情報が入手できる。

うち、昨年約4000人の参

加者を集めて盛況だった芦

屋市では今年は規模をやや

縮小し、内容の充実を図る、

室蘭は理念を忠実に実行す

る、横浜は中規模だが、バ

ラエティに富んだ内容にす

る、徳島・小松島は音楽好

きの人たちを中心に小規模

で、高知・南国は大学で若

者を中心に、大分・由布は

大学医学部グラウンドの３

カ所で同日開催となる。

芦屋市は昨年に続く２年

目の開催だが、その他の地

域はいずれも初開催。各地

の実行委員会と対がん協会

が共同主催者となる。

対がん協会では各地のボ

ランティアとの連携を密に

するためリレー・フォー・

ライフ連絡会を協会事務局

内に設置した。

リレー・フォー・ライフは

06年秋、茨城県つくば市

の筑波大学グラウンドで

24時間ではないイベント

として開催されたのを手始

めに今年で３年目。２年間

の経験をもとに、今年は患

者支援などさまざまな目的

に活用するため、参加チー

ムや個人から善意の寄付を

昨年秋、兵庫県芦屋市と

東京・お台場で初の24時

間継続イベントとして開催

され、がん患者支援の催し

として日本でも定着し始め

たリレー・フォー・ライフ

（命のリレー）が今年は８

月末から10月半ばにかけ

て北海道から九州までの６

都市で開催されることが決

まった。

開催予定は開催順に、８

月30、31日、北海道室蘭市

の祝津臨海公園、９月13、

14日、兵庫県芦屋市の総合

公園陸上競技場、９月14、

15日、横浜市港北区の新横

浜公園内日産フィールド小

机、10月10、11日は徳島県

小松島市の臨海公園、高知

県南国市の高知大学グラウ

ンド、大分県由布市の大分

昨年のリレー・フォー・ライフin芦屋

募るリレ

ー・フ ォ

ー・ライフ

本来の趣旨

を徹底、寄

付イベント

としての性

格を一層強

めることに

している。

６カ所の

リレー・フォー・ライフ全国6カ所で
横浜など５都市は初開催


