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厚生労働省が６月３日に

公表した2008年の人口動

態統計（概数）によると、

悪性新生物（がん）による

死亡数は男女あわせて34

万2849人で、前年の人口

動態統計（確定）よりも

6381人増えたことがわか

った。死亡率（人口10万

対）は272.2だった。（７面

に関係記事）

全死亡数114万2467人の

30%にあたり、がんは、

1981年以来ずっと日本人

の死因の１位を占めてい

る。２位は心疾患18万1822

人、３位は脳血管疾患12

万6944人だった。

男女別にみると、男性は

20万6278人で、前年より

3535人増え、女性は13万

6562人で、同2837人増え

た。

部位別にみると、男性で

は肺がんが４万8612人で、

前年よりも972人増えた。

93年に胃がんを抜いて男

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、03－3562－8015（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

03－3562－7830

主
な
内
容

２～３面　全国事務局長会議
４～５面　がん検診実施状況から

肺がん・乳がんの統計
７面　４万人の参加呼びかけ

乳がん検診の臨床試験
８面　リレー・フォー・ライフ

今年度は14カ所で開催

08年のがんによる死亡は34万2849人
前年より６千人増 厚労省人口動態統計（概数）

の、肺がんは女性にも増え

ていて前年に胃がんを抜い

て女性のがん死の２位とな

り、さらに増えることが予

想されている。乳がんは１

万1795人で672人増えた。

胃がんは１万7182人で、

前年より272人減った。多

かった1970年代よりも

2000人ほど減少している。

女性も大腸がんと肺がん

の増加傾向が続いている。

大腸がんは１万9589人で、

前年より576人の増。03年

に女性のがん死の1位とな

って以来、増加の一途をた

どっている。

肺がんは１万8235人で、

312人の増加となってい

る。男性ほどではないもの

性のがん死の１位となって

以来さらに増加を続けてお

り、肺がん対策の拡充が求

められている。大腸がんも

２万3409人で536人の増。

この二つの増加が顕著だっ

た。

胃がんは３万2953人で、

前年より190人とわずかに

減った。

がんの主な部位別にみた死亡数の推移�
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太田達男理事長が

「公益認定の最新

状況と認定申請の

ポイント」と題し

て、厚生労働省が

ん対策推進室の前

田光哉室長が「本

年度の国のがん対

策について̃女性

がん検診支援のた

めの補正予算及び

地方交付税倍増に

ついて」と題して、

それぞれ講演。各

支部の事務局長や

担当者がメモをと

るなど、熱心に聴

き入った＝写真。

（講演は３面）

日本対がん協会の2009年度の理事会と評議員会が６

月９日、東京都内で開かれ、2008年度の事業報告案と

決算案、2009年度の補正予算案をそれぞれ承認した。

また2009年度の財団法人JKAの検診車整備事業につ

いても承認した。

事業報告では、昨年度は協会の創立50周年だったこ

ともあって、個人、企業からの募金・寄付の総額は２

億9282万円と、前年度より50%増えたことが報告され

た。ピンクリボン運動の広がりとともに、「乳がんを

なくす　ほほえみ基金」への寄付も増加。昨年度下期

からの急激な景気の悪化にもかかわらず、前年度比

44%の増だった。

ただ今年度は、景気の回復の遅れもあって、前年度

並みの支援・協力が得られるかどうか、不透明な部分

が多い。

役員改選では、常務理事の松尾憲治氏（生命保険協

会会長、明治安田生命社長）が退任し、生命保険協会

の次期会長で住友生命社長の佐藤義雄氏が就任した。

また理事の梅田貞夫氏（日本建設業協会団体連合会会

長、鹿島建設会長）と、杉山清次氏（全国銀行協会会

長、みずほ銀行頭取）が退任し、野村哲也氏（日本建

設業協会団体連合会会長、清水建設会長）と、永易克

典（全国銀行協会会長、三菱東京UFJ銀行頭取）が就

任した。

日本対がん協会（垣添忠

生会長）は６月19日、今年

度の全国事務局長会議を東

京・有楽町マリオンの朝日

スクエアで開いた。

総務省が市区町村のがん

検診に向けた交付税を今年

度、1300億円と昨年度の

２倍に増やしたり、５月の

補正予算で乳がんと子宮頸

がんの検診を一部無料化し

たりするなど、がん検診を

めぐる状況が大きく変わる

節目の年になった。また、

公益法人改革で本部・支部

ともに組織変更に向けた準

備に迫られる重要な年にも

なっている。

事務局長会議では、公益

財団法人・公益法人協会の

常務理事に佐藤・住生社長
理事会・評議員会

公益認定の申請

女性のがん検診一部無料化

２つの講演を熱心に聴講
全国事務局長会議

◆休載のお知らせ ◆　「がんとの闘い　ほほえみ大使アグネスが聞く」は休載しました。
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る。つまり練習になる」と

話し、「公益法人協会のホ

ームページにある認定申請

日記で申請書類を見てほし

い」と助言した。

また申請の鍵となる「公

益性」について、「株式会

社がやっているからといっ

てすぐに公益性がない、と

は言えないが、付加価値を

つけてほしい」と述べた。

「医療・検診事業」その

ものは公益目的事業とされ

ていないことに関しては、

「県民の健康増進のための

データ収集、分析、啓発活

動」などがあれば、公益目

的事業の「公衆衛生の向上」

に該当する可能性がある、

と指摘。認定を受けた財団

法人大分県地域成人病健診

協会を例に説明した。

いくことがいかに大事か」

を分かりやすく端的に説明

するようアドバイス。「そ

のグルーピングは少ない方

がいいのではないかと思

う」と助言した。

審査について「認定と認

可は違う」と指摘した上で、

「認定は法律の要件にあっ

ているかどうかをチェック

して、あっていれば認定し

なければいけない。ここが

駄目と言われたら、なぜ駄

目なのかを聞いてほしい。

対等の立場で話して下さ

い」と説明した。

太田理事長は「電子申請

がおすすめ」と話し、ＩＤ

を取得することを勧めた。

「（本番の申請前に）慣れる

ことができるからです。Ｐ

ＤＦにいくらでも書き込め

という視点で法人の目的、

組織、財務を一から見直し

てほしい」と要望した。

「コンサルタントに300

万円も400万円も払って

（申請を）頼む法人もある

と聞いている。それは大げ

さに言うと特別背任じゃな

いかとさえ思える。（自分

たちでできるのに）無駄な

金を使うわけですから。１

人でコツコツと（申請の準

備を）やっているところも

あります」とも話した。

公益認定の申請には「公

益目的のグルーピングが一

番大事」と指摘した太田理

事長はそのポイントとし

て、「基本的な経営ビジョ

ンを持ってほしい。」と話

し、「国民の健康のために

は検診をきちっと実施して

太田理事長は最近前立腺

がんを治療した経験から、

「がん検診の力は大きい」

と検診の重要性を認識した

ことを話した上で、公益認

定の申請について順を追っ

て解説した。

まず「大きな誤解がある」

と述べ、①制度改革は現存

公益法人を整理するため②

公益認定はハードルが高い

③事務量が膨大で少人数で

は手に負えない④公益認定

にはリスクがある…の４点

を挙げた。

「悪いものは振り落とさ

れるかも知れないが、前向

きな改革が問われている」

と話し、「ハードルは低い

とは言えないが、決して高

いわけではない。大きなチ

ャンス。自分たちの改革だ

はすべて無料化の対象外

か、という問いに対しては、

「指針通りの検診に補助を

していきたい」と強調した。

今回の無料検診に限って

「マンモグラフィーだけの

検診も対象」とか、「視触

診のみの検診も対象」と判

断すると、国の指針通りに

実施しようという動きに水

を差すことになるし、科学

的根拠に基づいたがん検診

が実施されなくなる恐れが

あるからである。

厚労省は今回の政策に関

してＱ＆Ａをホームページ

に公開している。前田室長

は、「検診の現場での混乱

が生じないよう極力努めて

いるところです」と理解を

求めた。

高い。

もっとも、乳がんの検診

に関しては、すべての市区

町村が「視触診、問診、お

よびマンモグラフィー」と

いう国の指針通りに実施し

ているというわけではな

い。一部の検査を省いてい

るところがある一方で、指

針が示す方法に超音波検査

を加えているところもあ

る。

前田室長は「無料になる

のは国の指針通りが基本」

という姿勢を示し、「超音

波検査については無料化の

対象にはならない。超音波

検査を併用している場合、

超音波検査に要した費用は

除いて補助金の請求をして

ほしい」と述べた。

国の指針通り以外の検診

組まれている。がん検診の

受診率向上に向けて追い風

が吹いてきた。都道府県、

市区町村から数多くの問い

合わせがきている」と話し

た。

その上で、「女性のがん

検診支援は５歳刻みの方が

対象ですから、来年度も続

けていくために努力した

い」と訴えた。

がん検診の受診率アップ

に向けた取り組みに関して

は、市民が検診を受けに行

くことは重要なのは当然だ

が、検診機関側の受け入れ

態勢の拡充も欠かせない。

対がん協会本部が、検診を

行っている支部にアンケー

トした結果、ほぼ９割の支

部が「受け入れ態勢がある」

と回答。厚労省側の期待も

前田室長は、がん検診に

かかる地方交付税が今年度

倍増されたことについて、

「がん対策推進基本計画で

目標に掲げる、がん検診受

診率50％を達成するため

の地方交付税です。総務省

には、がん対策推進基本計

画に掲げた目標を達成する

ために必要な予算を要求し

て実現しました」と説明し

た。

さらに女性のがん検診支

援に関して「国が補助金を、

10分の10を出すというま

れなケース。しかも、受診

者が自分が住んでいる以外

の市町村でも受けられるよ

う、要請している」と述べ、

「この補正予算による検診

の216億円と、地方交付税

の1,298億円という予算が

公益認定の最新状況と認定申請のポイント 太田達男
公益法人協会理事長

講演①

女性がん検診支援のための
補正予算及び地方交付税倍増について

前田光哉
厚労省がん対策推進室長

講演②
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2007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
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2007年度対がん協会支部のがん検診実施状況から○上乳がんの総計
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対処また早

期がん症例

を診断する

技術を学ぶ

ことができ、

がんの組織

癌研有明病院で半年間、

上部消化管内視鏡検査を研

修しました。消化管を専門

にしようと考えていました

ので、ESD治療を含む内

視鏡治療を習得するために

はまず、正確に診断する能

力を身につけなければなり

ません。もちろん、治療技

術を学ぶことも欠かせませ

ん。必要がありました。

そのためには、既存の形

態学を含めた基本的な知識

以外に、数多くの症例を経

験する必要があると考えて

いましたし、内視鏡治療技

術を学ぼうと、合併症対策

を含めて実際の現場で治療

手技を経験できる機会を意

識して探していました。

偶然、日本対がん協会を

通じて癌研有明病院で上部

消化管内視鏡研修をしてい

た大学の同窓生から内容を

聞き、この機会をぜひ活用

したいと思い、対がん協会

に申し込みました。

研修では、まず、カンフ

ァレンスがとても充実して

いました。週に10例近く、

早期がん症例をディスカッ

ションしますが、そのプレ

ゼンテーションの方法など

も非常に勉強になりまし

た。内視鏡で数多くの早期

胃がんを発見しているとい

う事実と、それと密接に関

連する、早期胃がん診断に

ついてのモチベーションの

高さに驚かされました。

さらに、先生方の指導の

もと、上部消化管内視鏡検

査を実際の症例を通して行

うことで、スクリーニング

検査から診断困難症例への

大学を卒業し医師になっ

てから研修してきた病院で

は、子宮がんや卵巣がんと

いった婦人科悪性腫瘍だけ

でなく、出産や不妊症など

産科婦人科全般にわたって

幅広く治療を行っています。

そうした中で今回、癌研

有明病院（東京）婦人科で

研修しようと希望しました

のは、より専門的な婦人科

悪性腫瘍治療の研修不足を

感じたからです。

とくに手術手技（婦人科

がんにおける系統的リンパ

節郭清）を勉強したいと考

え、全国から優れた治療を

求めて患者さんが集まる癌

研の門をたたきました。

2008年５月より半年間、

実際に癌研有明病院で、子

宮頸がん約200例、子宮体

がん約170例、卵巣腫瘍

（境界悪性以上）約100例

という、その圧倒的な症例

数の中に身を置いて研修で

きたことは非常に有意義だ

ったと思っています。

とりわけ、下腸間膜動脈

から腎静脈下までのリンパ

節郭清や、子宮の基靭帯の

処理に、少ない出血量で

淡々とあたる技術は大変勉

強になりました。

また同病院では、治療の

標準化を図ろうと、多くの

臨床試験が行われていま

す。集学的治療として、手

術だけではなく、化学療法

や放射線療法を含めて、最

先端の知識・技術を治療に

いかそうと、患者さんの協

力を得て、多くの医師、医療

スタッフが努力しています。

まさにこれからの婦人科

奨学医報告㊦

型、どこまで広がっている

かといった範囲や深さの診

断に関する知識、技術の向

上につながりました。

より多くESD治療を見

たいことを相談したところ

実際に内視鏡治療の補助介

助としての役割も与えて下

さり、実際の治療を経験で

きたのに加えて、アドバイ

スを聞くこともでき、非常

に役立ちました。治療技術

以外にも実際に起こる合併

症への対策などの方法につ

いて学ぶことができたこと

も大きな収穫です。

患者さんとの対応の仕方

も非常に勉強になりました。

また現在勤務している病

院と癌研有明病院が近いた

めに内視鏡治療が困難なケ

ースをお願いしたり、診断

や治療経過をフォローする

ことができたりするなど、

がん治療ネットワークがで

きたことも、私にとってと

ても恵まれた環境となって

います。研修修了後も引き

続き検査業務に従事したい

という要望も快諾していた

だき、短い時間ですが現在

も勉強しています。

一人で新たな医療現場に

行くことはなかなか大変な

ことですが、研修は、とて

もいい機会になりました。

この経験を自身の今後の医

療活動にいかしていきたい

と思います。

研修終えてもネットワーク
研修先　癌研有明病院 吉田　智彦

病理検討会は貴重な体験
研修先　癌研有明病院 矢部　慎一郎

腫瘍治療が

進むべき道

というもの

を肌で感じ

ることがで

きたことも

大きな勉強になりました。

もう一つ、癌研での研修

で忘れてはならないのが、

細胞診断です。子宮頸が

ん・子宮体がんにおけるス

クリーニング検査として、

研修医時代から慣れ親しん

できた手技でしたが、数字

以上の情報を解釈すること

ができず、いつかはきちん

と勉強しなければいけない

と考えていたことでした。

癌研では最初、ただひた

すら正常細胞をみるように

と指導されました。どうや

ら内膜細胞がわかるように

なったころから、診断のつ

いた典型的な悪性細胞をの

ぞくことができるようにな

りました。

現在もその繰り返しであ

り、自分で判断するには遠

く及びませんが、頻繁にひ

らかれる病理検討会では、

細胞診と組織診・臨床像の

対比を勉強することがで

き、貴重な体験をさせてい

ただいたと考えておりま

す。今後臨床の現場でいか

していきたいと思います。

奨学医としての研修は終

了しますが、今後も癌研有

明病院で婦人科がん治療・

細胞診断を研修させていた

だく予定です。

このような機会を与えて

いただいた日本対がん協

会、及び癌研有明病院に深

く御礼申し上げます。



2009年7月1日 対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 7 ）

試験に協力してくれる人

を、マンモグラフィ単独の

グループと、マンモグラフ

ィと超音波検査を併用して

検診するグループとに、無

作為に分け、乳がん発見に

関する感度・特異度、それ

に発見率を比較・分析す

る。累積進行乳がん罹患率

についても、両グループ間

で検証する。

またこの試験の前提とし

て超音波による乳がん検診

の標準化も図る。

この試験で、一般の検診

受診者を対象に参加を呼び

かけ始めたのは2007年度

から。この年は年度途中か

らの参加登録だったこと

や、態勢の準備もあって、参

加登録した人は約8300人

と少なかった。昨年度は研

究チーム側の態勢も整い、

積極的に呼びかけた効果が

出て月に数千人の参加登録

乳がんの検診で、超音波

検査の有効性を検証するた

めの大規模臨床試験「J－

START」に取り組む研究

チームは今年度、新たに４

万人の参加登録を目標に協

力の呼びかけを始めた。こ

れまでに約４万人という、

従来の日本の臨床試験では

例のない人たちの協力を得

ているが、研究チームは、

目的を達成するには今年度

は４万人の協力が欠かせな

いと判断。住民検診や職場

での検診など様々な機会に

協力を訴えていく。

この研究は、東北大学大

学院の大内憲明教授（腫瘍

外科学）をリーダーに、40

代女性の乳がん検診の方法

として超音波検査が有効か

どうかを検証するのが狙

い。厚生労働省が第３次対

がん総合戦略研究事業とし

て立ち上げた。

今年度新たに4万人の参加を呼びかけ
超音波による乳がん検査の有効性を検証するJ－START

になる傾向は同じだが、そ

の割合は高まってきてい

る。近年増えている乳が

んや肺がんなどが影響して

いるとみられる。晩婚化、

出産の高齢化などから、40

代は子育てのさ中という人

は50代後半でそれぞれピ

ークになる。

女性では40代後半から50

厚生労働省が６月３日に

公表した2008年の人口動

態統計（概数）で、50代

後半で亡くなった女性の死

因の60％近くをがんが占

めていた。40代、50代で

亡くなる女性はがん死が多

いものの、10年前は50％

をやや上回る程度だった。

乳がんなどの増加が影響

し、その傾向は年々強まっ

ていそうだ。

年代別に死因の構成割合

をみると、がんによる死亡

は男女とも40代から増え、

男性は60代後半で、女性

は難しいとされる。

こうしたことから若い世

代には超音波による乳がん

検診を導入する医療機関・

検診機関が少なくない。た

だ、その有効性を大規模臨

床試験で検証した報告はな

く、J－STARTは世界から

も注目されている。

乳がんになる人は年に４

万数千人と推測される。欧

米では一般に年をとるにつ

れて罹患する人は増えてい

くが、日本人は30代後半

から増え、40代後半がピー

クになる。近年は若年化し

つつあると指摘されている。

問い合わせはJ－START

中央データセンターである

ＮＰＯ法人・日本臨床研究

支援ユニット内のコールセ

ンター「戦略研究係」（0120・

717・411 0120・711・595）研

究ホームページ（http://

www.j-start.org/）へ。

も少なくない。女性のがん

対策の拡充が喫緊の課題と

なっている。

この年代を過ぎると、男

女とも、心疾患、脳血管疾

患、肺炎の占める割合が高

まる。

40、50代で亡くなる
女性の多くはがん死

があり、今年６月までに約

４万人の協力が得られた。

しかし、感度・特異度並

びに発見率を比較するに

は、それぞれの４万人の参

加が必要とされる。累積進

行乳がん罹患率を比較する

には各５万５千人の参加が

求められる。

今年度は研究参加団体が

北海道から沖縄まで22都

道府県の計42団体に増え、

単年度で４万人の参加登録

を目指す。来年度も３万人

の参加を求め、実現すれば

計11万人の大規模臨床試験

となる。

乳がん検診にはマンモグ

ラフィを用いるのが一般的

で、50歳以上では死亡率

の減少効果が科学的に証明

されている。それより若く

て乳腺の活動が活発な世代

の場合は一般にマンモグラ

フィで乳がんを見つけるの

代では50％

を超え、この

年代で亡くな

る女性の５人

に３人近くが

がん死という

計算になる。

98年の人口

動態統計（確

定）では、40

代、50代でが

ん死の占める

割合がピーク
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全国14カ所でリレー・フォー・ライフ

セージも紹介された。

今年のシンポは「煙のな

い健康的な社会づくり」が

テーマ。喫煙や受動喫煙に

よる健康被害に加え、先進

国の中での日本の禁煙対策

の遅れ（低率なたばこ税の

ために安い価格、公共施設

などでの禁煙・分煙）など

が話され、松沢成文・神奈

川県知事が公共的施設にお

ける受動喫煙防止条例への

取り組みを報告した。

煙が原因の心筋梗塞や肺が

んなどで年間11万人以上

が死亡している。交通事故

による年間死亡者数5700

人、自殺者約３万人に対し

て驚くべき人数だ」と指摘、

「たばこ依存からの脱出」

を訴えた。

また、スポーツジャーナ

リスト中西哲生さんとフリ

ーアナウンサー宮本裕子さ

んがトークショーを行い、

サッカーを通して、たばこ

対策専門官が「政府におけ

る主なたばこ対策」につい

て講演。「日本の喫煙率は

全体的に下がっているが、

女性は横ばい傾向にあるな

かで若い女性の喫煙率が上

昇している」と話し、妊産

婦への悪影響などから「20

代、30代女性をターゲッ

トにした広報活動を推進」

することを示した。

「たばこ社会からの脱出」

と題して話した国立がんセ

ンター研究所・「煙と健康」

世界保健機関（WHO）指

定研究協力センターの望月

友美子さんは「日本では喫

世界禁煙デーの５月31

日、厚生労働省、結核予防

会、健康・体力づくり事業

財団、日本対がん協会など

が「2009年世界禁煙デー

記念シンポジウム」を東

京・秋葉原のアキバホール

で開いた。200人近くが参

加。トークショーなどで子

どもへの受動喫煙を防ぐだ

けでなく、将来、喫煙者に

ならないよう子どもの前で

の喫煙を避けるなど親や周

りの大人たちがきちんとし

た対応をすることの大切さ

が提言された。

厚労省の森淳一郎たばこ

がスポーツに及ぼ

す影響などを語り

合った＝写真。

04年アテネ・オ

リンピック男子ハ

ンマー投げ金メダ

リスト・室伏広治

さんのビデオメッ

子どもを喫煙者にしない…
世界禁煙デーシンポ

今年度の「リレー・フォー・ライフ　ジャパン」のスケジュ

ールが固まってきた＝表。６月末現在、北は北海道・室蘭から

南は沖縄・北谷まで計14カ所。日本対がん協会と、患者・家族

やボランティアらで作る実行委員会が企業や市民に協力を呼び

かけて準備を進めている。2006年に茨城・筑波で１回目が実施

されて４年目。米国生まれの患者支援プログラムは日本にしっ

かりと根付いてきた。

９月12～13日
10月10～11日がピーク

昨年より倍増
今年度のスケジュール固まる

北海道・室蘭�

宮　城�

静　岡�

�

�

横　浜�

岐　阜�

兵　庫�

広　島�

徳　島�

高　知�

福　岡�

大　分�

沖　縄�

８月29～30日�

９月12～13日�

９月12～13日�

９月12～13日�

９月19～20日�

９月22～23日�

10月10～11日�

９月12～13日�

９月22～23日�

10月10～11日�

10月10～11日�

10月３～４日�

10月17～18日�

2010年3月13～14日�

道の駅「みたら室蘭」横�

名取スポーツパーク陸上競技場�

御殿場陸上競技場（雨天の場合は隣接の御殿場体育館）�

さいたま市緑区の農業者トレーニングセンター緑の広場�

川越市水上公園�

日産スタジアム小机フィールド�

岐阜大学（グラウンド、体育館）�

芦屋市総合公園陸上競技場�

広島市の旧広島市民球場�

小松島しおかぜ公園�

高知市の城西公園（プレイベントが8月22～23日に四万十川の沈下橋で開催される）�

福岡市の国営「海の中道海浜公園」光と風の広場�

大分市の日本文理大学グラウンド�

北谷町の陸上競技場�

今年度のリレー・フォー・ライフの予定�

埼　玉�


