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「ちぎり絵」

乳がん検診 指針通りは9割満たず
市区町村のがん検診調べ 厚生省調査
厚生労働省が全国の市区

おけるがん検診の実施状況

町村のがん検診の中身を調
べたところ、国の指針通り
に実施しているは、乳がん
では87.9%と９割を切って

等調査」
（2008年１月１日

いることがわかった。肺が

時点）で、06年に次いで
２回目。都道府県を通じて
管内市区町村（1822）を
対象に調べた。全市区町村

胃がん 子宮がん

肺がん

乳がん

大腸がん

1,711
1,682
1,601
1,782
国の指針どおりに実施 1,782
（97.8％）
（93.9％）（92.3％）
（87.9％）
（97.8％）
している市区町村
40
111
139
221
40
国の指針どおりに実施
していない市区町村 （2.2％）（6.1％） （7.6％）（12.1％）（2.2％）
不明・無回答

0
0
1
0
0
（0.0％）（0.0％） （0.1％）（0.0％）（0.0％）
1,822
1,822
1,822
1,822
1,822
（100.0％）
（100.0％）
（100.0％）
（100.0％）
（100.0％）

んは 9 2 . 3 %、子宮がん
93.9%、胃がんと大腸がん
はともに97.8%。５種類の
検診を一切実施していない
ところはないものの、個別
にみると、肺がんでは51

検査による前立腺がん検診
（900自治体）や超音波検

の自治体が指針以外の方法
でも実施していなかった。
国のがん対策推進基本計
画は検診の受診率50%以上
を目標に掲げ、がん検診は

査による乳がん検診
（206）
、
胃カメラによる胃がん検診
（53）
など別の方法で行って
いるところもある。
さらに、
子宮がんでは指針が「隔年」

昨春、健康増進法に基づく
事業に位置づけられた。し
かし、例えば乳がんでは、
「有効」とされるマンモグ
ラフィー検査ではなく、

なのに「毎年」実施する自
治体もあるなど、指針より
手厚い対応をとっているケ

ん、乳がん）
、
「他に優先す
べき事業がある」
（肺がん）
、

対象者を制限している自治
体も乳がんで131、子宮が

ースも少なくない。
一方で、指針以外の方法

「施設の整備が整わない」
（胃がん）などが理由で、

んで98、
胃がん84、肺がん
57、大腸がん47あった。

「視触診のみ」という自治

でも実施していない自治体
が、肺がんで51、乳がん

財源不足の影響が大きいこ
とがうかがえた。
こうしたことから、
「定
員を設けて」先着順にした
り、抽選したりして検診の

また対象者に個別に郵送
などで周知している自治体
は 1 0 4 8 と過半数を占め、
戸別訪問しているところが
105あった。

体もあるなど、検診の中身
の充実も課題として浮かび
上がった。
この調査は「市区町村に

から回答があった=実施状
況は表の通り。
指針通りに実施していな
い市区町村の中には、
PSA

２、大腸がん２、胃がんと
子宮がん各１だった。
「予
算を確保できない」
（肺が

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。

合

計

−指

針−

がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指
針は次のように定める。
胃がん＝問診、胃部Ｘ線検査を40歳以上に毎年▽子
宮がん＝問診、視診、子宮頸部の細胞診とコルポスコ
ープを20歳以上に隔年▽肺がん＝問診、胸部Ｘ線検査、
必要に応じ喀痰細胞診検査を40歳以上に毎年▽乳が
ん＝乳房Ｘ線検査、問診、視触診を40歳以上に隔年▽
大腸がん＝問診、便潜血検査を40歳以上に毎年
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ほほえみ大使 アグネスが聞く②

進歩する乳がん診療「とにかく検診を」 中村清吾・聖路加国際病院乳腺外科部長

アグネス・チャン 香港生まれ。72年、
「ひなげしの花」
で日本デビュー。上智大を経てカナダ・トロント大卒。

−もう一つの理由は?
「検診の普及です。米英
は非常に高くて対象者の７
割とか、８割の人たちがき
ちんと検診を受けている。

ので中にしこりができてい
るとくっきり分かるので
す。最近、超音波検査装置
が進んできて、石灰化した
部分を浮かび上がらせた

これが大事なのです」

り、がんができると硬くな
りますが、その硬さを色の

− 日本では死亡率の
20%減を目指し、検診受
診率を50%に上げる目標
を掲げていますが、低いの
が現状だと聞いています。

変化で表したりする機器も
開発されています」
「乳がんになるリスクの
高い人、例えば家族に若く

89年、米スタンフォード大教育学部博士課程に留学。教
育学博士号（Ph.D.）取得。日本ユニセフ協会大使として

と日本人には乳がんが少な
く、あまり関心が高くなか

のボランティア活動や文化活動など幅広く活躍している。

ったことが背景にあるのか
も知れません。それにマン

して乳がんや卵巣がんにな
った人が複数いるとか、男
性乳がんがいるといった場
合、米国ではMRIによる検
査も進められています」

−一昨年秋に乳がんの手
術を受けました。乳がんと
いうのは、そもそも、どん
な病気なのですか。
「乳がんは９割方、乳管

−日本では乳がんが増え
ているそうですね。
「はい。今は、20人に
１人ぐらいが生涯のうち乳
がんを発病すると言われま

モグラフィーという検査は
乳腺があまり大きくない日
本人向きではないというこ
とも事実でしょう。受けに
行くのもおっくうで、つい

−正確な受診率はどれく
らいなのですか。
「マンモグラフィーによ
る検診は10%は超えている
と思うのですが、実は、日

という組織にできます。乳
汁、つまりお乳をつくる臓
器が乳腺です。中に小葉と
いう、ブドウの房状の組織
があり、そこでつくられた

す。20年ほど前のざっと
２倍になっています」

乳汁が乳管を伝って乳首の
開口部に出てきます。その
乳管の薄い壁の細胞が無秩
序に増殖することがある。
単に壁が分厚くなるだけな

じめ生活習慣の影響も大き
いと思われます。肥満もよ

つい仕事が忙しいとか、用
事ができたとか」
「マンモグラフィー検診
は、40歳から受けましょ
うと推奨されていますが、
でもそれは、40歳から乳

本では正確な数値はわかっ
ていないんです。自治体が
実施している住民検診のデ
ータはありますが、そこに
は、会社の健康保険組合な
どの補助を受けてマンモ検

がんが始まる、ということ

診を受けたり、自分でお金

くありません」
−欧米の状況はいかがで

ではありません。それより
若い人たちにも起こりうる

を払って病院で受けたりし
た場合のデータは入ってい

すか。

ことを分かってほしい」
−すると、もう10歳ほ

ません」
「がんの罹患率や死亡率

んでいったりすると体に害

「イギリスやアメリカで
は1990年代から死亡率が
下がる傾向にあります。二
つ理由があって、一つは薬
が進歩したことです。乳が

が及んでいきます」

んは女性ホルモンの影響を

ど若いうちから検診した方
がいいのでは?
「ただマンモグラフィー
では、若い女性であればあ
るほど乳腺そのものが白く

なども推計です。がん登録
を整備・充実させなければ
いけません。でもなかなか
難しい面もあります。例え
ば、ある人がずっと一つの

−女性だけの病気なので

大きく受けます。その影響
をブロックする薬が開発さ
れた。それに抗がん剤の種
類が増え、がん細胞の特徴

映ってしまい、がんとの見
分けがつきにくく、検診手
段としての意義が低くなり
ます。乳腺自体がX線を透

をつかまえ、なるべくがん

過しないのです。ふつう

病院にかかっているとわか
りやすいのですが、だいた
いそういう方は患者さんの
６〜７割です。それ以外の
方、複数の病院にかかって

細胞だけを攻撃するものな
ど、よりよく効く薬も開発
されています」

50歳を過ぎると乳腺が少
なくなり、脂肪に置き換わ
ります。脂肪はX線を通す

らあまり悪さはしないので
すが、乳管に沿って広がっ
たり壁を破って外側に出て
血管を通して他の場所に飛

すか。
「男性にもわずかに乳腺
があり、乳がんになること
があります。だいたい乳が
ん患者100人に１人弱ぐら
いと割合は非常に少ないの
ですが」

−どうしてですか。
「様々な要因があると考
えられています。食事をは

「もともと欧米と比べる

いるような場合などは、住
民登録も調べなければいけ
なくなります」

2009年2月1日

−がんは早期発見が大事
と言われます。乳がんも早
期発見すると命が助かる割
合が高いのですね。
「小さいうちに見つけれ
ば小さく切り取ることもで
きるでしょうし、他の臓器
に転移していない段階で治
療できる可能性も高い」
−私の場合も早期だと言
われました。豆粒みたいに
小さかったのですが、放っ
ておいたら今もがんがあっ
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しません」
−がんは再発が心配され
ます。乳がんの場合、手術
した後、再発する率はどれ
くらいなのですか。
「最初に見つかった時の
大きさやリンパ節転移の有
無、転移がある場合はどの
程度なのかといったことで

たのかと。怖いですね。

異なります。今まで再発の
可能性は、リンパ節に転移
していなければ10年でみ
た場合、10〜20%、転移
リンパ節が１〜３個だと20

「同じ乳がんと言っても
がん細胞の性質の違いで増

〜30%といったように、が
んが転移したリンパ節の個

殖のスピードが違います。
一般的に乳がんでは、一つ
のがん細胞が二つに分かれ

数で再発の確率が高まると
言われてきました。ところ

から聖路加看護大学臨床教授兼務。

が最近は薬がよく効く人は

るのに 9 0 日かかります。
肺がんとか食道がんとか、
比較的速いものに比べると
遅い方です。胸を触って分
かるのはせいぜい１襤ほど

治療後の経過が良いことが
分かってきた。当然ですが、
それほど薬が進歩したので
す。最初の病気の程度がこ

か、増えないとか。でも最
近の学問は、その顔つきを

「私が医師になったころ
は乳がんは切って治すのが

示す細胞内のメカニズムを
明らかにしつつある。その
働きのポイント、ポイント

と言われます。１円玉の直
径はどれくらいか分かりま
すか。２襤です。１円玉の
直径の半分というのはけっ
こう小さいんです」
「乳がんの多くは浸潤が
んと呼ばれるもので、その
中にもいくつかタイプがあ
ります。比較的、大きくな
るのが速く見えるものに粘
液がんがあります。浸潤が
んの一つで、特殊型と言わ
れます。粘液の中にがん細
胞が浮かんでいる。がん細
胞だけでなく粘液も増える
ので、
『増殖スピード』が
速く見えるのです。去年の
検診では見つからなかった
のに今年見つかる、といっ
たがんの代表格です。健康
な乳腺は軟らかく、がんに
なると硬くなります。でも
粘液がんはふつうの浸潤が
んのようには硬くないのも
特徴です。それと、他の臓
器にあまり飛んでいったり

なかむら・せいご 東京出身。82年、千葉大医学部卒。
聖路加国際病院外科で研修後、93年に同病院情報システ
ム室室長兼任。米テキサス州立大Ｍ.Ｄ.アンダーソンがん
センターなどで研修し、05年、聖路加国際病院ブレスト
センター長、乳腺外科部長。日本乳癌学会専門医。06年

れくらいだから再発の可能
性がどうだ、といったこと

を止める薬が開発されてき
たんです」

基本でした。やがて乳がん
は全身病で、切っても治せ
ないものもあるので薬で治
療を、と言われました。い
まは『切らずに治す』こと

があてにならなくなってき
たんです」
−絶望的にならずにすみ
ますね。
「がんが大きくなって見

−薬は効果があって副作
用がないのが理想です。
「吐き気とか脱毛、白血
球の減少といった従来の抗
がん剤の副作用を最小限に

を命題にしています。外科
医がこんなことを言うと自
分の首を絞めることになり
ますが。がんは元々は自分
の細胞。元に戻してうまく

つかったケースで、手術前
に抗がん剤を使うと、だい
たい２割ぐらいでがんが消

抑え、効果を最大限に出せ
るように工夫された薬も開
発されています」

付き合っていける方法を開
発したいですね」
−乳がんの専門医として

えるんです。がんが消えた
人は治療後の経過が良い。

「治療は確実に個別化に
向かっています。一様では

女性にアドバイスを。
「敵を知り己を知ればじ

時間の軸を元に戻せたよう
な効果が期待できる。さら
に新たな薬の開発で２割か
らもっと上がっていく、と
いうのがこれからの状況で

ありません。本当にがんの
中身をみて治療方針を決め
ていく、という時代になっ
ています。その人のライフ
スタイル、家族構成、価値
観、人生観もふまえて、ど

ゃないですけれど、まず乳
がんとはどういう病気なの
かを知ることが大切です。
その上で検診の意義をよく
理解して第一歩を踏み出し
てほしい。自分はがんにな

−急激によくなっている
のですね。
「よくなっています。と
くにこの５年ほどは。今ま
では、がん細胞を外側から

んな治療法がいいのか考え

らないと思っている人が多

なければなりません。例え
ば遺伝子検査でリスクが高

いんですね。検診とか、が
んなんて他人事だとか。一

いと分かった場合、いろい
ろなサポートのうえで自身

人で行きづらいなら、友人
同士、職場の仲間同士、誘

みて治療していた。がんの
大きさ、リンパ節転移の個
数、がんの顔つき、つまり
このがんは活発に増えると

の人生を決めていくことも

い合って行ってほしい。１
回受けると次からは行きや
すくなりますから」

しょう」

必要になるでしょう」
−先生の理想の乳がん治
療を教えて下さい。
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全国各地で多彩な活動
北海道

第 41 回がん予防道民大会を深川市にて開催、前年に続き、若年層からがん予防とがん検診の重要性について普及啓発することを
テーマに掲げ、近隣市町村の高校から 400 人の高校生が参加した。特別講演では婦人科医師の藤田博正先生による「子宮頸がんの
発症年齢について」が行われ、「子宮頸がんは高齢者の病気ではない。20 歳になったら検診を」と訴えた。

青

森

「ヘルシーあおもりフェア 2008」に参加。また、「がん征圧フォーラム 2008」 を開催。映画 「Mayu まゆ ココロの星」 を上映。
映画監督、松浦雅子氏を講師に「家庭と仕事と、人生と。」と題し講演を行った。

岩

手

「ピンクリボンフェスタ」を開催。マンモグラフィ撮影無料体験と講演会を実施。また、市町村の健康まつりで、検診車の展示お
よびパネル展示、パンフレットの配布、乳房自己触診法の指導を行った。

宮

城

創立 50 周年記念事業として、漫才師宮川花子さんの「笑って健康」と題して講演。2 カ所でがん予防パネル展を行なった。

秋

田

「健康 チェック & ケア
を実施した。

山

形

新庄市、米沢市、南陽市、上山市、三川町駅前などでの資料配布。山形まめの会総会山形新聞、毎日新聞、読売新聞、朝日新聞等
に征圧月間の周知及び受診勧奨などの活動を行った。

福

島

福島市、郡山市、会津若松市、南相馬市、いわき市において街頭キャンペーンを実施。がん克服者のしゃくなげ会や福島県健康を
守る婦人連盟とともに横断幕や着ぐるみ等を活用しながら、約 3000 人にパンフレットやグッツを配布しがん征圧を呼びかけた。
福島市、福島県医師会の健康まつりではがん予防のパネル展を行い、「うつくしまこども博」ではマンモグラフィ検診車を展示す
るなど、来場者への受診勧奨を行った。

茨

城

がん征圧月間の開始に合わせて新聞 5 社へ広告を掲載した。また , 月間中 , 地元ラジオ放送及び電光掲示板にてメッセージを発信
した。このほか , 茨城よろこびの会（がん体験者の会）が開催した「がんフォーラム」を共催した。

栃

木

栃木県地域婦人連絡協議会の役員の皆様のご協力を得て、宇都宮市内のショッピングモールにおいて「がん征圧運動キャンペー
ン」を実施し、約 1400 人の方にがんに関するリーフレットの入ったキャンペーングッズの配布、がん征圧募金への協力のお願い、
さらに当支部の医師による「がん無料相談会」を開催し、がんに関する悩みごとについて相談を受けた。

群

馬

がん征圧月間運動の広報活動の一環として、県民の皆様の目に常に触れられるようにと県内を走行している路線バスの車体に「9
月はがん征圧月間です」と書かれた看板を取り付け、がん征圧を呼びかけた。

埼

玉

がん予防に関する正しい知識及び早期発見・早期治療の思想の普及を図り、あわせて対がん運動を推進するための組織強化を図っ
た。

千

葉

県内 4 ヶ所にスローガンの横断幕を掲示、船橋市で「がん予防展」千葉市で「がん講演会」を開催。がん講演会では、ちば県民保
健予防財団の橋本秀行診療部長が「知ってください 乳がん検診の大切さ 笑顔でいるために 」、タレントの山田邦子さんが「ワ
ハハでいこう !」の演題で講演。

神奈川

がん克服シンポジウムを開催し、社会評論家・NPO 法人 がん患者団体支援機構の俵 萠子さんによる「たばことがんと私」と題し
た講演を行い、他にがん講演会を 4 回開催した。また、街頭キャンペーン活動も行った。

新

潟

がん征圧新潟県大会では、コーディネーターとパネリスト 2 人が、
「検診と日々の暮らしでがん予防」と題した「はつらつトーク」
を行った。

山

梨

街頭キャンペーンで資料配布と乳がん検診を同時開催した。

長

野

松本市で行われたイベント「第 19 回信濃の国楽市楽座 諸国の秋 」で、「SBC ピンクリボンキャンペーン 2008 年」に協力・協
賛の形で参加し、ピンクリボンピンバッチやがん啓発用冊子等を配布、乳房検診車の展示説明、募金活動等を行った。

富

山

広告付き郵便はがき（エコーはがき）の制作、クイズ形式の新聞広告の掲載。スローガン等の懸垂幕の掲示・街頭放送・屋外文字
放送・ラジオスポット放送の他、がん予防健康展の開催でパネルや模型展示等を実施した。

石

川

金沢市で「2008 年がんフォーラム」を開催。「肺がんから命を守るために−検診から治療まで−」を金沢医科大学の佐川元保教授
が「誰でもできる禁煙治療をめざして」を同大学健康管理センターの中西由美子講師が講演した。人生の素敵さ、命の大切さを歌
にこめて、がん体験者でジャズシンガーの「響け命の歌声」ミニコンサートを同時に実施。また、がん体験者の会の会員と共に金
沢駅前もてなしドームでがん啓発資料 400 部を配布した。

福

井

ふくい健康長寿祭 2008 を開催し、パネル展・がん無料相談・無料がん検診を実施した。また、月間関連事業として 8 月 10 日に県
主催 大腸がん撲滅県民フォーラム（BRAVE CIRCLE）を共催した。フォーラムでは俳優の黒澤年雄さんをパネリストに招き、大
腸がん予防・早期発見について県民に広く啓発した。

岐

阜

9 月 1 日岐阜新聞、3 日読売新聞及び 23 日朝日新聞の紙面においてがん予防及び検診による早期発見、早期治療の普及啓発を行っ
た。

静

岡

女性のがん検診普及事業として、街頭キャンペーンを開催。
「女性のがんとその予防」などを演題に、がん予防講演会を 8 回行っ
た。

愛

知

あいち県民健康祭において、「希望のウォークリレー」「希望のコンサート」を開催し、「乳がん無料検診」「がん検診・予防の体験
文入賞者表彰式」を実施した。

フェスタ」で前立腺がん検診や健康相談を実施。マンモグラフィ検診車を展示し、装置の見学、説明
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20年度がん征圧月間
三

重

9 月 8 〜 13 日に「がん相談 week」を実施し 93 件の相談を受けた。平成 21 年 3 月 1 日（日）「がん患者とサポーターの集い」
フォーラムを開催予定、講演会、がん相談会、おしゃべりサロンを実施。

滋

賀

琵琶湖ピンクリボンフェスタに協力し、無料乳がん検診を行った。

京

都

例年通り「結核の予防とがんを考えるつどい」を開催。京都大学の伊達洋至教授が「肺がんの治療
と題して講演。

大

阪

食品店、ホテル、理・美容店など、府下の公衆衛生協力会員の店舗で、啓発の冊子・リーフレットを配布するがん予防店頭キャン
ペーンを行った。

兵

庫

県内 3 ヶ所で月間周知の横断幕・懸垂幕を掲示した。関係機関に「がん征圧月間」ポスターを配布し、啓発を行った。

奈

良

「奈良県がん征圧大会」では、奈良女子大学大学院教授で保健管理センターの高橋裕子所長の「禁煙で守ろう健康家族」をテーマ
に講演。

切ることを怖がらないで 」

和歌山

がん征圧月間中「電光掲示板」「新聞広告」「資料配布」等により啓発活動を行った。

鳥

取

県内 3 カ所で街頭活動、1,300 人に啓発資料を配布。9 月 2 日鳥取市で県大会を開催。子宮がんをテーマに講演を行った。

島

根

山陰中央新報、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞広告を掲載した。9 月 1 日〜 9 月 30 日に検診車 5 台に「9 月はがん征圧月間です」
と横断幕をつけた。

岡

山

9 月 3 日、約 700 人の参加を得て征圧大会を開催。テーマは「受けて安心
ん触診モデル・禁煙啓発ポスターを展示。

広

島

禁煙防止ポスター展やがん予防パネル展を開催し , 広島市内の商業施設で無料健康診断を実施した。

山

口

「元気わくわく健康フェスタ '08」及び「山口健康フェスタ in 下松 '08」に協力。骨粗鬆症検診（超音波法）を無料実施。

徳

島

9 月 11 日に徳島市で「健康を考える県民のつどい」を開催し乳がん触診モデルの展示を行った。

香

川

がん講演会の開催や、がん征圧月間ポスター・禁煙予防ポスターを検診車内に掲示し、普及啓発を行った。また、新聞にがん征圧
月間の名刺広告を出した。

愛

媛

9 月 7 日、がんについての講演会「見て 触れて 聞いて 納得 ! がん検診」を開催。講演会及び資料配布、パネル展示（22 枚）、乳
がん触診モデル展示、ビデオ放映を行った。

高

知

例年通り折込チラシを配布し、ハガキによる申込みで公開抽選にて受診者を決定し、無料検診（胸部、胃がん、乳がん、子宮が
ん）を実施。がん関連の資料等も配付。新聞やテレビ CM でも PR した。

福

岡

「がん征圧の集い」を開催。日本対がん協会の垣添忠生会長が「わが国のがん対策―個人として、国として」と題して講演。

佐

賀

協会建物にがん制圧普及を呼びかけるの横断幕を設置。

長

崎

征圧月間ポスター及びがん予防ポスターの配布を行った。「ピンクリボンフェスタ 2008 五島」を後援して、マンモグラフィ無料検
診を実施した。

熊

本

熊本市のショッピングモール「ゆめタウンはません」にて街頭キャンペーンを開催し、資料の配布や各種パネル、模型等を展示し
た。

大

分

大分市が主催の「いきいき健康おおいたっ子まつり」に協力し、各種がん検診を実施した。

宮

崎

イオンモール宮崎 2F イオンホールで健診受診勧奨チラシ等の配布や健康相談などを行った。

がん検診−肺がん・アスベスト−」。併せて乳が

鹿児島

県内各地区の保健福祉学習大会にで、 財団の瀬戸山副理事長が「元気で長生き」と題して講演。また、がん患者会のがん征圧イ
ベント「つなげよう ! 命のリレー」を共催し、パネル展示等を行った。12 月 7 日には鹿児島県と共に「かごしまがん征圧県民大
会」を主催し、記念講演・パネル展示を実施した。

沖

県内医療機関 730 カ所へ、がん征圧月間ポスター・がん予防（禁煙）ポスターの配布。役に立つがん読本、乳がん自己検診法、が
んから家庭を守ろう、がん読本、がん検診のすすめ等のリーフレットや冊子を事業所・公共医療機関等に配布。がん予防講演会な
どで冊子の配布。

縄

（6）
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がん臨床研究の成果を発表
全国あまねく、がん医療

計画の中でも研究の重要性

ほしい」とあい

水準の向上をめざす「厚生
労働省科学研究がん臨床研
究事業」の2008年度の研
究成果発表会が１月 2 1 、
22の両日、東京都中央区

が指摘され、臨床研究がま
すます大切になっている。
その成果が実際の対策につ
ながるようにしていきた
い」と述べ、主催の日本対

さつした。
日本では、治
療法の評価や開

のがん研究振興財団国際会
議場で開かれた＝写真。そ
れぞれの研究の研究代表者
ら59人が成果を報告、会
場の専門家らと突っ込んだ

がん協会の箱島信一理事長
が「発表会のテーマは、治
療法の開発・改善、患者の
ＱＯＬの向上、医療者の育
成など実に広範囲にわたっ

せないがん登録の整備が遅
れている。こうした現状を
改善するため、電子カルテ
からがん登録に必要なデー
タが自動的に移行する手法

ったシステムの研究に始ま
り、肺、卵巣、大腸、肝臓
など、各臓器の進行がんの
治療法の研究開発などが発
表された。

やりとりが続いた。
開会にあたって、廣橋説
雄・国立がんセンター総長
が「国のがん対策推進基本

ている。がん予防・治療の
現場で威力を発揮し、多く
の患者・家族の方々、関係
者の切なる期待にこたえて

の研究や国のがん対策推進
基本計画にのっとって策定

研究成果の抄録は、日本
対がん協会のホームページ

されている都道府県の計画
の評価やマネジメントとい

の
「がん臨床研究推進事業」
に掲載されています。

療崩壊の原因だとしてい
る。この医療危機を打開す
るには、患者が事実を正し
く認識して賢く行動する以
外にないと指摘する。
その通りだろうが、その

ながら示されていない。し
かしながら本書には、わが
国の医療制度を考える上
で、参考となるいくつもの
重要な指摘があり、医師を
中心とする医療従事者、患

実現には気の遠くなるよう
な努力が必要と思われる
し、多大な政治力も求めら
れよう。その工程表は残念

者はもちろん、医療関連企
業の経営者にも大いに参考
となろう。

財団法人 医療経済研究･社会保険福祉協会
医療経済研究機構 専務理事 岡部 陽二 様 監訳

「米国医療

崩壊の構図」書評

垣添忠生・日本対がん協会会長
医療経済研究機構の岡部
陽二専務理事の監訳で、

無保険者
がいる社

「米国医療 崩壊の構図」
が一灯舎から出版された。
竹田悦子氏の訳で371ペー
ジのしっかりした書物であ
る。本体2,200円。

会は、ど
う見ても
正常とは
思 え な
い。さら

著者はハーバード大学経
営大学院レジナ・E・ヘル
ツリンガー教授で、長年に
わたり米国医療・医療経営
論、経営工学論などの研究

に高齢者と貧困層のための
保険、メディケア、メディ
ケードが赤字で、その医療
費の一部は借入金を財源と
している。つまり、子孫に

発、がんの疫学
研究などに欠か

大腸癌治療ガイドラインの解説
大腸がん患者・家族をは
じめ一般市民を対象に、大
腸がんについてわかりやす

きから構
造、発が
んの仕組
み、大腸
がんの疫
学、広が
り方とい

を続けてきた人である。
ヘルツリンガー教授は、
米国医療費の総額が２兆ド
ル、つまり、中国一国の経
済規模に等しい莫大な投資
を行っているにも関わら

苦い遺産を残しつつあると

を異にする。著者は「消費

く説明した「大腸癌治療ガ
イドラインの解説2009年
版」
（大腸癌研究会編）が
金原出版から発行された。
定価は1,000円（税別）
。
大腸がんは増加が顕著な

ず、一般の人たちが受ける

者中心の医療サービスを実
現するための道筋」を示す
ために本書を執筆した、と
ある。すなわち、本来、医
療は医師と患者が中心とな

がんの代表格。死亡率
（人
口10万人あたり）
は1955年
の男性4 . 7 、女性 4 . 8 から
2006年には36.4、28.9に
上昇。女性ではがんによる

ーイラストを使って紹介。
医学の専門用語を極力避
け、平易な言葉で簡潔に説
明している。
手術の合併症や抗がん剤

るべき市場の競争原理が正
常に働かず、患者も医師も
市場の外に追いやられ、疎

死亡率の第１位を占め、男
性でも肺がん、胃がん、肝
がんに次いで４位。
「解説」では、大腸の働

治療、再発などをＱ＆Ａ
形式で解説。患者や家族が
医師から説明を受ける際に
役立つ。

医療は崩壊している、と指
摘する。医療保険はあまり
に高く、しかも保険会社が
定める保険適用範囲は厳し
く、病人の中には保険に加
入しているのに必要なサー
ビスを受けられない人がい
る。一方、4,600万人もの

いえよう。
わが国でも医療崩壊が呼
ばれているが、米国の場合
の医療崩壊はわが国とは質

外されていることが米国医

った基礎的な知識に加え、
検査法、治療法などをカラ

2009年2月1日

対 が ん 協 会 報

表参道の18 ヘアサロンが
18万9千円を寄付

（第三種郵便物認可）

（7）

店頭で募金
み募
な金
さを
ん集
計
す
る
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｋ

東京・表参道で営業する
ヘアサロン18サロン（計
34店舗）が計18万9021円
を日本対がん協会の「乳が
んをなくす ほほえみ基
金」に寄付した。昨夏から

- -

店頭に募金箱を置いて顧客
に協力を呼びかけ、１月に
入って集計した。
「美容業
界は女性に支えられてい

Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｏ
の

る。少しでも役立てれば」
（ヘアデザイナー）と、今
サロン「PEEK-A-BOO
後も募金活動を続けていく （ピーク・ア・ブー）
」では、
という。
米国で乳がん撲滅運動のた
寄付を寄せたのは、表参
めのTシャツ販売の委託販

に呼びかけたところ、昨年
６月ごろから徐々に募金箱
を置く店舗が増え始め、18
サロンが展開する計34店

「お客さんの中にも乳が
んを患い、抗がん剤の副作
用で髪の毛が抜ける方もい
らっしゃいます。でも、美

道商店街振興会美容部会の
1 8 サロン。1 0 年前から
「表参道コレクション」と
いうヘアショーを開催して
いる。地域の清掃活動など
社会貢献活動にも積極的に

売をしていた一方で、
「よ
り積極的に支援活動を」
（クリエーティブディレク
ターの田中幸広さん）と３
年前から募金活動も始めた。
地域で取り組むピンクリ

舗に広がった。昨年末にい
ったん閉め、「PEEK-ABOO」でとりまとめて集
計した。
乳がんになる人は年々増
え続け、最近では年に４万

容院に行って元気に、とい
う人も少なくありません。
乳がんは身近な病気です。
何か役に立てることができ
るのでは、と呼びかけたと
ころ、多くのサロンが賛同

取り組んできた。
美容部会に所属するヘア

ボン運動にと、表参道コレ
クションに参加するサロン

人以上の人が新たに乳がん
と診断されている。

してくれました」と田中さ
んは話している。

◆ チャリティゴルフ98万円を寄付 ◆

たゴルフバッグやクラブな
どに一般の参加者がどんど

ジュピターネットワーク社
いずれも今季ツアー初優勝
を飾った注目の有村智恵、
上原彩子、若林舞衣子の３
プロが参加。ギャラリーを

ん値を付け、競り落とされ
ていった。
テレビマッチの賞金や、
チャリティオークションの
売り上げ、イベントの入場

一般公募してのテレビマッ

料など計98万2430円が日

チと、レディスダブルスコ
ンペを初めて実施した。

本対がん協会の「乳がんを
なくす ほほえみ基金」に

プレーの後は、クラブハ
ウスのロビーでトークショ
ー。タレントの山田邦子さ

寄付され、その目録が、ジ
ュピターゴルフネットワー

んが、自身の乳がん経験を
紹介しながら、何よりも早
期発見、早期治療が大切な
ことを力強く訴えた。３人

対がん協会の塩見知司事務
局長に手渡された。
イベントの模様は12月
28日にゴルフネットワー
クで放送されたほか、同

乳がんの早期発見、早期

るＣＳ放送のゴルフ専門テ

治療の大切さを訴える「ゴ
ルフネットワーク ピンク

レビのジュピターゴルフネ
ットワーク社が05年から

リボン チャリティゴルフ

企画している。チャリティ

2008」が12月19日に千葉
県市原市のオークビレッヂ
ゴルフクラブで開かれた。
ピンクリボン運動を支援す

オークションなども行わ
れ、計98万2430円が日本
対がん協会に寄付された。
チャリティゴルフには、

のプロも、健康の重要さ、

参加した（左から）山田邦子さんと
上原彩子、有村知恵、若林舞衣子の３プロ

ふだん気にかけていること
などを語り合った。
チャリティオークション
では、各プロから提供され

ク社の岩本郁子社長から、

3 0 日などに再放送され、
全国のゴルフファンらにピ
ンクリボン運動への協力や
支援を呼びかけた。
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（第三種郵便物認可）
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カンボジアの小児病院に
「ちぎり絵」
「リレー・フォー・ライフ in 新横浜」生まれが海を渡る
カンボジアの首都プノン
ペン市内にある国立小児病
院に、日本から送られた
「ちぎり絵」が飾られてい
る。外科病棟の白壁の一角
に２枚の絵が美しい。昨年
９月に横浜で開かれたリレ
ー・フォー・ライフ in 新
横浜の会場で、三菱東京Ｕ
ＦJチームの企画テントに
多くの参加者が立ち寄って
創ったものが年末に海を渡
り、子供たちをなぐさめて
いる＝写真はいずれもカ
ンボジアの小児病棟で。
三菱東京ＵＦＪ銀行はリレ
ー・フォー・ライフが日本
で始まった2006年から毎
年、全国の実行委員会を支
援するため日本対がん協会

り絵」をみんなで創るアイ
デアは、企画部ＣＳＲ推進
室の佐藤美穂さんが思い立

送るか」を訴えることが肝
心だ。患者・家族やほかの
チームのメンバーの中か

ころを佐藤さんたちがきち
んと貼る気配りだった。
ちぎり絵は、国際開発救

に協賛し、催しの基礎づく
りを手助けしてきた。それ
ぞれの実行委員会は、ルミ
ナリエ、リストバンドなど
開催に必要な多数の品物を

った。
「小児病棟でがん患
者だけではないかもしれま
せんが、病気や怪我の苦し
みを抱えていることにかわ
りはなく、みんなで励まし

ら、歩きながら目にした
「ちぎり絵」創りに興味を
持って加わる人が徐々に増
えた。下絵づくりなどの準
備は佐藤さんや上司の酒井

援財団が支援している国立
小児病院に決まり、昨年末
までに病院内でもっとも目
立つ場所に飾られることに
なった。

整えることができた。
新横浜への参加にあたり
銀行内部では、会場にいる

たいと考えました」と佐藤
さんはいう。
リレー・フォー・ライフ
では、チームが独自の企画
をたてて会場に臨み、歩き

宏昌さん、ボランティアら
５人ほどで進めたが、会場
では作業がどれほど進めら
れるか想像できなかった。
机の上で色紙を貼り付けて

カンボジアでは未だ医療
水準が低く、子供たちを精
神的に癒すまでのゆとりは
ない。ちぎり絵の到着を患
者の子供や家族たちは大喜

ながら参加者に「なぜチー

描く地味な雰囲気にもかか

びで迎え、はしゃぎながら

ムとしてここにいるか。私
たちはどんなメッセージを

わらず、いすに座って和紙
を丁寧に貼る人が時間とと

写真におさまった。リレ
ー・フォー・ライフでのア

もに増え、しだいに輪郭が
鮮やかに浮かんできた。

イデアが思わぬ架け橋とな
っている。

さまざまな人々の行動が誰
かの励ましになるよう手助
けをしたい、そして思い出
になる活動に結びつけばと
企画を練ってきた。
「ちぎ

「カンボジアの伝統
文化を題材にしたので
地元の子供たちに違和
感を持たせてはいけな
いと考えました」と佐
藤さん。24時間にわ
たったリレー・フォ
ー・ライフでほぼ出来
上がった作品を会場か
ら持ち帰り、細かいと

