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また、全国大会関連行事

として、例年通り前日11

日（木）の午後１時から仙

台市のホテル仙台プラザを

会場に、全国支部長会議が

開催される。今年度の朝日

がん大賞受賞者による講演

が予定されている。

その後、午後２時15分

からは「がん検診受診率

50％達成のために」（仮称）

というテーマで、垣添忠生

会長が司会、厚労省がん対

策推進室長の前田光哉氏、

宮城県対がん協会会長久道

茂氏、東北大学腫瘍外科教

授の大内憲明氏、福井県支

部副理事長の松田一夫氏、

ワコール執行役員の桂一朗

氏によるシンポジウムが開

催される。各シンポジスト

からはそれぞれの立場から

受診率50％実現に向けた

取り組みが紹介される予定

だ。

「がん征圧月間」の９月、

仙台市で12日（金）に全国大

会が開かれる。協会と開催

地の宮城県対がん協会は今

年で創立50年を迎えたが、

各地でもがん征圧に向けた

多彩な催しが計画されてい

る。

今年の大会テーマは「が

ん征圧50年　さらなる挑

戦へ」。仙台市の仙台サン

プラザで午前10時に開会、

朝日がん大賞と日本対がん

協会賞の受賞者、支部永年

勤続職員、今年のがん征圧

スローガンの入選者、長崎

県支部の三浦美幸さんを表

彰する。

記念講演では、がんを体

験しながらキャスターとし

て活躍している鳥越俊太郎

氏が「がんとともに生きる」

と題して話す。

その後、宮城アピールが

発表される。

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　たばこ関係省庁連絡会議
３面　08年度支部永年勤続表彰者
４～５面　がん部位別・年齢層別の

死亡数・率
６面　身体活動多いとがん死の危険

下がる
７面　リレー・フォー・ライフの準備着々

12日に仙台市で全国大会
９月の「がん征圧月間」

鳥越俊太髟氏が講演

また、協会では11月７

日（金）に東京・有楽町マ

リオンの朝日ホールで創立

50周年記念行事の開催を

予定している。

記念行事にはアメリカ対

がん協会（ＡＣＳ）のセフ

リン会長も来賓として参加

する予定だ。

その後、午後６時からは

同じホテル仙台プラザで歓

迎レセプションが予定され

ている。

大会前日の11日午前は

協会とともに、創立50周

年を迎える宮城県対がん協

会の記念行事が予定され

ている。
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厚労省はこのほど06年

度に実施した国民健康・栄

養調査の喫煙率調査の結果

を発表した。それによると、

男の喫煙率は39.9%、女は

10.0%で、男女合計では

23.8%だった。

05年と比較すると男女

合計での喫煙率は0.4ポイ

ント下がったが、これは女

の喫煙率が1.3ポイント下

がったためで、男は逆に

0.6ポイント上昇した。

国民健康・栄養調査での喫煙率
男39.9%、女10.0%

締約国会議は11月に南ア

フリカで開催される。

国土交通省は公共交通機

関の受動喫煙防止取り組み

対策を報告した。取り組み

が遅れていたJRの特急で

もJR北海道が06年３月か

ら、JR東日本が07年３月

から全面禁煙を実施し、

JR四国も今年３月から全

席禁煙を実施し、残るJR東

海、西日本、九州も喫煙車

両の削減を実施していると

述べた。

さらに法人・個人タクシ

ーでも昨年３月段階では全

国の禁煙車両は５％程度だ

ったのが、06年春の大分

市を手始めに名古屋市、東

京都などで禁煙タクシーの

導入が進み、今年３月の段

階では約13万台、ほぼ半

数のタクシーが禁煙タクシ

ーになったと報告した。

財務省は成人識別たばこ

自販機（タスポ）の取り組み

について、業界団体である

日本たばこ協会の調べでは

自販機のタスポ進捗率は今

第３回たばこ対策関係省

庁連絡会議が６月26日、厚

労省で開かれ、関係11府

省庁の担当者が出席、各省

庁が連携してたばこ対策を

進めていくことを確認した。

この連絡会議はＷＨＯた

ばこ規制枠組条約を受けて

関係省庁の連携の下にたば

こ対策を進めるため、04

年に設置された。

まず厚労省から昨年夏、

タイのバンコクで開かれた

ＷＨＯたばこ規制枠組条約

の第２回締約国会議の様子

が報告された。会議で採択

された「たばこの煙にさら

されることからの保護に関

するガイドライン」の主な

内容は①100％禁煙以外の

措置（換気、喫煙区域の設

置）は不完全、②すべての

屋内の職場、屋内の公共の

場、公共交通機関は禁煙と

すべきだ、③たばこの煙に

さらされることから保護す

るための立法措置には責任

および罰則を盛り込むべき

だ、となっている。第３回

年５月末で95.9%に達し、

タスポカードも推定喫煙者

約2600万人に対し、カー

ド発行枚数は５月27日現

在で約470万枚、喫煙人口

ベースでの発行率は18%、

常時自販機を使用している

と推定される944万人を母

数とすると発行率はほぼ半

女は喫煙者そのものが少

ないが、20代の喫煙率は

17.9%で最高。30代は喫煙

者16.4%に対し、禁煙者が

この調査では過去の喫煙

者も調査しており、過去に

半年または100本以上喫煙

したことがあるが、この1

月以上喫煙していないとい

う「禁煙者」は男で21.4%

に達した。こうした禁煙者

は年齢があがるにつれて増

加する傾向にある。20代

では4 .7%だが、30代は

14%、40代は21.6%、50代

は24.9%とほぼ４分の１を

占めている。

9.9%だった。男女とも年

齢が上がるにつれて、健康

への配慮などから、禁煙に

踏み切る人が多いようだ。

たばこ規制各地で進む
関係省庁連絡会議で報告

数になり、タスポによるた

ばこ自販機の規制は順調に

進んでいると報告した。

最後に、文部科学省が喫

煙防止教育の取り組みにつ

いて報告。喫煙防止教材を

含んだ教材を小学５年、中

学１年、高校１年で配布し

ていると説明した。

きく、たばこの大幅値上げ

によって、喫煙開始や喫煙

継続を防止し、未成年者の

喫煙を大幅に減らすことが

可能で、これはイギリスや

カナダで実証ずみだとして

いる。

声明では、先進国の代表

的なたばこ価格（一箱）に

ついて、イギリス1300円、

ノルウェー1200円、アメ

リカ・ニューヨーク1080

円、フランス830円、ドイ

ツ770円、イタリア640円

で、日本の300円という平

均的価格は他の先進国に比

べ低すぎると指摘してい

る。（６面にもたばこ関係

の記事）

日本禁煙学会（作田学理

事長）は６月23日、国民

の健康と命を守るため、と

りわけ若い世代の喫煙開始

と継続防止のため、たばこ

税の大幅増税により、たば

この小売価格を2010年ま

でに欧米先進国並みの１箱

1000円以上に上げること

を支持し、要請するとの声

明を発表した。

声明によると、たばこ増

税は現在たばこを吸ってい

る人を禁煙に導くもっとも

効果的な対策の一つで、各

国で大きな喫煙率低下効果

が証明されている。未成年

者は成人よりもたばこ値上

げによる消費抑制効果が大

たばこ1箱1000円以上を支持
日本禁煙学会

喫煙習慣者の年次推移（性別）

出典：平成14年までは国民栄養調査。平成15年からは国民健康・栄養調査
※国民栄養調査と国民健康・栄養調査では、喫煙の定義及び調査

方法が異なるため、その単純比較は困難である。
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死因トップ
の層で大腸がんが胃がんを

抜いて２位になった。

また、女の35～39歳の

層では子宮がんが胃がんを

年齢層別でがん死因の２

位は、06年には男の40歳

以上はすべてが胃がんだっ

たが、07年には40～44歳

厚生労働省が６月に発表

した07年の人口動態統計

概数を対がん協会が分析、

がんによる部位別死因を年

齢層別に見たところ、男の

40歳以上はすべての年齢

層で肺がんがトップ、女は

30歳から64歳までの年齢

層で乳がんがトップになっ

た。この傾向は対がん協会

がこうした分析を始めた

04年以降、変わっていな

い。

女の65歳以上79歳まで

は肺がんがトップ、80歳

から84歳までは大腸がん

がトップだった。

子真由美

◇高知県総合保健協会 尾

闢弘典、桑尾和

◇福岡県対がん協会 美澄

良彦

◇佐賀県総合保健協会　木

原真由美

◇長崎県健康事業団 山村

栄一

◇熊本県総合保健センター

釜田寛人、松田美恵子、山

田加奈子、今村靖子

◇大分県地域保健支援セン

ター 木村義士、乙津恵美

子、平井恭子、内野浩文

◇宮崎県健康づくり協会

今村公則、二宮睦子、谷口

治樹、前田広樹、大磯香代

子、大塚久美子

◇鹿児島県民総合保健セン

ター 下木原直美、竹田美

和、関根正三、吉永明人、

松岡純子、濱屋光一郎、深

谷秀一、川路成穂、森和美

◇沖縄県総合保健協会 新

垣則雄、新垣孝夫、宮里和

美、渡嘉敷清、與儀邦雄、

金城正

◇山梨県健康管理事業団

江頭和也、鈴木毅

◇長野県健康づくり事業団

谷口弘則、長橋安代、西澤

まゆみ、村山真由美

◇富山県健康スポーツ財団

樋口顕子、原慶子、澤井統

子

◇石川県成人病予防センタ

ー 堅田桂子、橋宏明

◇福井県健康管理協会 松

澤洋子、宮川治佳、林康彦、

東章弘、稲葉一郎、山場み

ゆき、吉川和美、釣部雄史

◇三重県健康管理事業セン

ター 木納由紀

◇京都がん協会 寺田

敬、伊藤清美、佐貫雅人

◇鳥取県保健事業団 冨山

真弓、坂本光良

◇広島県健康福祉センター

佐々井雅敏、池田祥二、剣

持芳典、吉田有紀美、原川

貴之、中垣健治

◇山口県予防保健協会 豊

川芳江、松本洋子、岡本真

由美

◇愛媛県総合保健協会 金

◇茨城県総合健診協会

辰見政徳、茅根賢一、川瀬

至人、大津秀二、菅井智香

子、大内圭介、菅原幸子、

木村真由美、平栗佳則、長

峯則夫、田澤正樹、小野村

正和、神長廣一、矢島枝美、

鈴木隆幸、杉山守

◇栃木県保健衛生事業団

宇賀神典子、石井修介、石

塚京子、清水正幸、黒川徳

子、吉永正子

◇群馬県健康づくり財団

山口泰子、信沢敬子、小澤

美奈津

◇埼玉県健康づくり事業団

盛川晴子、渡邉淳、大原寛

子、川崎順子、井上香織、

渡辺悟司、志村美紀子

◇ちば県民保健予防財団

和田千陽、杉田明子、石井

なおみ、前原亜矢乃、作田

哲也、濱田喜久代、甲斐和

美、中川宏一、飯田喜之、

岡馨、町田裕子、三浦亜紀

子、芳賀香

◇北海道対がん協会 斉藤

晋一、寺尾彩子、馬場真志、

鈴木貴、真方敏一、高橋敏

憲

◇青森県総合健診センター

湯口竹幸、菅野昌子、堀内

紀久、須藤昭彦、黄金崎俊

典、田名邉充、石山承子、

今村大志、渡辺松子

◇岩手県対ガン協会 井畑

啓子

◇宮城県対がん協会 高橋

裕子、中川朋美、岩渕光起、

湯元幸治、加藤葉子、鈴木

ひろ子、青野佳美、菊地永

一郎、青木晶、大渡久美子、

伊藤祥穂

◇秋田県総合保健事業団

半田美由紀、村田加代子、

菅原良子、山田善一、武藤

伊佐子、遠藤郁子、齊藤和

子、杉澤正代、佐藤弘幸、

佐藤智子、佐藤睦

◇山形県結核成人病予防協

会 海藤尚良、神闢史生、

大沢麻喜子

08年度永年勤続表彰者（敬称略）

抜いて２位になった。

子宮がんは30～34歳と

40～44歳の層でも３位、

45～49歳では４位、50代

では５位となっていて、乳

がんと並んで、壮年女性の

がん死因の上位に位置して

いる。

男の40歳以上は肺がん
女の30～64歳は乳がん
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ることにした。

ポスターはたばこの煙と

ともに銃弾が飛び出し、

「大切にしたいと思うのに、

そばにいる人ほど傷つけて

しまう」と受動喫煙の健康

への影響を訴えかける。受

動喫煙で女性の乳がんのリ

スクが2.6倍に高まるとい

う最新の研究成果も紹介し

ている。

７月末には各支部に配布

され、征圧月間ポスターと

ともに、がん征圧に向けた

禁煙を広く呼びかける。

対がん協会が毎年、制作

している予防ポスターに２

年ぶりに禁煙ポスターが復

活した。

昨年は住民検診の対象年齢

と検診間隔を告知し、がん

検診受診を呼びかける内容

だった。

今年はいくつかの支部か

らがん対策としての禁煙を

積極的に取り上げてほしい

という要望が出たため、と

くに最近、さまざまな健康

被害の原因として関心が強

い「受動喫煙」を取り上げ

厚生労働省の多目的コホ

ート研究班（主任研究者＝

津金昌一郎・国立がんセン

ター予防研究部長）は身体

活動量と死亡との関連につ

いての研究をまとめ、身体

活動量の多い人はがんによ

る死亡も含め、死亡の危険

がやや低くなるという結果

を発表した。

これは東京、大阪、茨城、

秋田、新潟、長野、沖縄な

ど11都府県の保健所の管内

で95年と98年当時に45か

ら74歳だった男女８万

3034人を05年まで、７年

から10年間追跡した結果。

身体活動量は一日の平均

的身体活動時間を筋肉労働

や激しいスポーツをしてい

る時間、座っている時間、

歩いたり立ったりしている

時間、睡眠時間にわけて調

査した。こうした運動強度

指数の値に活動時間をかけ

て対象者の平均的な身体活

動量を求め、４つのグルー

プに分けた。

期間中に男性3098人、

女性1466人が死亡した。

活動の最大群と最小群の死

亡リスクを比較すると、男

は0.73倍、女は0.61倍で有

意に低下していた。死因別

に見ると、がんによる死亡

リスクは活動最大群で男で

は0.8倍、女は0.69倍と下

がっていた。心疾患では男

が0.72倍とやや低く、女も

低下傾向が見られた。

もともと体調が悪い人は

運動ができないため、この

研究では研究開始から３年

以内の死亡者を除いて分析

している。

研究グループでは「身体

活動量の増加で早死が予防

できる理由が解明されてい

るわけではないが、自身の

生活の中で可能な方法によ

り、よく動く時間を増やし

ていくことが早死の予防に

つながると考えられる」と

指摘している。

身体活動多いと
がん死の危険下がる
厚労省研究班のコホート調査

09年度の取り組みでは、

医師・看護師に対する研修

事業の充実やがん検診受診

率50％の達成に向けた広

報の全国展開を重要課題と

位置づけている。

厚労省ではこの実行計画

で示された施策を具体化す

るため、今後の予算要求作

業に取り組む。

厚労省は各都道府県に対

し、「国の実行計画を参考

に、年度ごとのスケジュー

ルを盛り込んだ計画をつく

ってほしい」としている。

厚労省の「がん対策推進

本部」（本部長・桝添要一

厚労相）の第４回会議が開

かれ、がん対策推進基本計

画に基づく2011年度まで

の実行計画となる「厚労省

の主な取り組み」を決定し

た。

国の基本計画では07年

度からの５年間を対象に各

分野での成果・達成度をは

かる個別目標を設定。計画

の終期である2011年度に

向けて、取り組むべき施策

を定めた。

がん対策推進基本計画の実行計画
厚労省が決定

禁煙ポスターが復活

Ｔはたばこ税の増税には断

固反対との態度を表明して

いる。

その理由としてＪＴは①

さらなるたばこ税増税は愛

煙家の納得が得られない、

②税の公平性を欠く安易な

議論、③たばこ税を増税し

ても期待される増収効果は

得られない、④たばこは合

法な嗜好品、⑤増税は我が

国たばこ産業に壊滅的な影

響をもたらす、としている。

ＪＴ（木村宏社長）は７

月１日付けで、たばこの増

税に反対する見解を明らか

にした。

それによると、「増税に

よるたばこ一箱1000円」

や「たばこと健康を考える

議員連盟が発足し、たばこ

税の大幅増税が議論されて

いる」が、「これは不足す

る財源確保のために、取り

やすいところから取るとい

う安易な増税議論」で、Ｊ

JTは大幅増税に断固反対
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訂　正

ー・ライフには大分県地域

保健支援センター（対がん

協会大分県支部）が協力し

ている。

各リレー・フォー・ライ

フの詳細については対がん

協会HP（www.jcancer.jp）

経由で、各実行委員会のＨ

Ｐにアクセスでき、最新情

報が確認できる。

各地ともイベントへの寄

付やボランティアの積極的

な参加を求めている。

この６カ所以外にも来年

に向けた準備を進めている

地域が何カ所かある。

埼玉、山梨、静岡、愛知

（名古屋）などで09年秋の

リレー・フォー・ライフ開

リレー・フォー・ライフ

2008は北海道室蘭市で今

月30日から開かれるのを

手始めに、全国６カ所での

開催が決まっている。各地

の実行委員会は着々と準備

を進めており、各地でのイ

ベント予定もかなり固まっ

てきた。

このうち、今年のスター

トになる室蘭市では市内の

祝津臨海公園で30日（土）

午前11時に開会式が開かれ

る。

正午からは自衛隊音楽隊

の演奏で、がん患者やがん

経験者によるサバイバーズ

ラップがスタートする。そ

の後、地元有志によるよさ

こいや歌謡ショーなどが開

かれ、午後６時半からはル

ミナリエセレモニーライブ

が始まる。

翌31日（日）午前11時半

からは閉会式があり、正午

のラストウォークで幕とな

る。

このイベントには北海道

対がん協会（対がん協会北

海道支部）が全面協力して

おり、会場に検診車を出し

てヘリカルＣＴによる検診

やメタボ検診を行う。売り

上げはすべて寄付される予

定だ。

昨年、延べ4000人の参

加者が集まった兵庫県芦屋

市では９月13日（土）午後1

時のスタート。会場は昨年

と同じ芦屋市総合公園で、

リレー・ウォークのほか、

夜間のキャンドルラン、ス

テージでの公演があり、会

場内では絵本の朗読会や患

者交流会などが行われる。

ォー・ライフ・ジャパン

2008 in 新横浜が開催され

る。実行委員会と対がん協

会の主催だが、神奈川県、

横浜市、新横浜商店会が共

催する。

日産フィールド小机は日

産スタジアムの補助競技

場。最寄り駅はＪＲ横浜線

の小机駅となっている。

やはり初開催となる四国

では徳島県小松島市のしお

かぜ公園を会場に、リレ

ー・フォー・ライフとくし

まが11日午後１時にスタ

ートし、12日午後１時ま

で開催される。

このイベントにも徳島県

総合健診センター（対がん

協会徳島県支部）が共催団

体として協力している。

同じ四国の高知県南国市

ではリレー・フォー・ライ

フ in 高知が10月11日（土）

午前10時に南国市の高知

大学医学部グラウンドでス

タートする。

さらに九州では、10月

11日から12日にかけて、

大分県由布市の大分大学医

学部グラウンドで初開催の

予定だ。

大分でのリレー・フォ

夜にはルミナリ

エに点灯され

る。終了は14

日（日）午後１

時の予定だ。

今回が初めて

となる横浜市で

は９月14日（日）

午後１時から港

北区小机町の日

産フィールド小

机でリレー・フ

リレー・フォー・ライフの準備着々
－北海道・室蘭は30、31日に－

協会報08年７月１日号

「リレー・フォー・ライフ

全国６カ所で」の記事で、

徳島県小松島市、高知県南

国市、大分県由布市での開

催をいずれも10月10、11

日と記載したのは10月11、

12日開催の誤りでした。

訂正します。

昨年、約4000人が参加したリ
レー・フォー・ライフin芦屋。
今年はやや規模を小さくして
開催の予定だ。

昨年のリレー・フォー・ライフ in 東京。降りしきる雨の中、勇
壮な和太鼓のパフォーマンスが参加者を勇気づけた。

催を目指し、具体的な動き

が出ている。ほかにも開催

に向けて有志が声を上げて

いる地域がある。来年はさ

らに開催地が増え、日本で

も全国各地でリレー・フォ

ー・ライフががん患者支援

の催しとして定着していく

ことになりそうだ。
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逆に多いのは医療機器

で、ＭＲＩの場合、人口百

万人当たり40.1台あり、

OECD平均10.2台の約４倍

だった。

医療費支出が少ないのも

日本の大きな特徴で、05

年のGDP当たりの医療費

は8.2%にすぎず、OECD平

均の8.9%を下回った。

このため、00年から05

年までの医療費の伸びも

OECD平均では５％だった

のが、日本は2.5%とかな

り低かった。また、急性期

病床が多いのが日本の特徴

で、OECD平均が1000人

当たり3.9床なのに、8.2床

あった。

OECDの調査では政府の

医療費抑制政策による医師

不足が顕著になる一方で、

高額な医療機器が氾濫し、

がん検診受診率が低く抑え

られている日本の医療のち

ぐはぐな現実の一端が明ら

かになった、といえそうだ。

では4.1%（04年）ときわめ

て低い水準にとどまってい

る。

OECD調査は国によって

調査の年次が異なるため、

単純な比較はできないが、

日本で女性がんのがん検診

受診率がきわめて低い水準

にあることは明らかだ。

子宮がんや乳がんは検診

により、早期発見し、早期

治療で治療成績の上がる典

型的ながん。それだけに検

診受診率の低さはきわめて

大きな問題だ。

一方、その他の医療指標

では日本は06年の1000人

当たりの医師数が2.1人で、

OECD平均の3.1人を大き

く下回っている。

看護師の数も1000人当

たり、9.3人で、OECD平

均の9.7人を下回った。

83.5%（05年）ときわめて高

く、他の先進国でもカナダ

が72.8%（05年）、フランス

が72.4%（06年）で70％を超

える高率だ。デンマーク

（69.4%、05年）、オランダ

（66.4%、06年）など欧州諸

国も高く、東欧に位置する

ポーランドも49％（04年）、

韓国も40.6%（05年）と日本

の倍近い水準になっている。

受診率が低いのは乳がん

検診に有力なマンモグラフ

ィ検診も同様だ。フランス

は88.5%（06年）と高く、オ

ランダは81%（06年）、米国

も72.5%（05年）と高水準だ。

こうした先進国に比べ、

やや低い水準にあるのは韓

国33.6%（05年）、イタリア

29.0%（00年）、メキシコ

22.1%（06年）。これに対し、

日本は昨年のOECDの発表

日米欧などの30カ国が

加盟する経済協力開発機構

（OECD）は６月26日、ヘル

スデータ2008を発表した。

これはOECDが毎年発表

している医療関連の国別比

較統計。それによると、日

本人の平均寿命は82.4歳

（06年）で世界最長、肥満者

の割合も24.9%（05年）で最

低水準だが、喫煙率は26%

（06年）と最高だった。がん

関連では日本の子宮頸がん

受診率とマンモグラフィ検

診受診率が先進国中の最低

水準で、この分野での取り

組みの遅れが際だっている。

それによると日本では

20歳から69歳までの成人

女性の子宮頸がん受診率は

04年の数字で23.7%だっ

た。

同じ調査では米国が

OECD医療関連統計
日本の子宮頸がん受診率は最低水準


