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れまでの豊島区から江東区

有明に移転して新規に開

院、早期がんから難治がん

まで、全人的な臓器別チー

ム医療を提供するために組

織改革を行い、新たな総合

病院として生まれ変わった。

がんの早期診断から末期

がんに関する緩和ケアまで

幅広いがん医療を提供し、

がん診療連携拠点病院の模

範となっている点などが高

く評価された。

対がん協会賞個人の部に

選ばれたのは、医療法人海

秀会上村病院院長の上村昭

榮氏（81）＝沖縄県沖縄市在

住、大阪医科大学名誉教授

で宮城県対がん協会名誉会

長の大柴三郎氏（83）＝仙台

市在住、栃木県保健衛生事

業団顧問の富永慶晤氏

（68）＝宇都宮市在住、宮崎

県医師会顧問の秦喜八郎氏

（74）＝宮崎市在住、元富山

2008（平成20）年度の朝

日がん大賞は05年に全面

移転して新規に開院し、

「患者中心の臓器別チーム

医療体制を構築、幅広いが

ん医療を提供」している癌

研有明病院（中川健院長）に

贈られることが決まった。

また、日本対がん協会賞は

がん征圧活動に大きな功績

のあった５氏に決まった。

両賞の受賞者は９月12日

に仙台市で開かれる対がん

協会創立50周年記念の

「がん征圧全国大会」で表

彰される。（２面に受賞者

の業績、３～５面に朝日新

聞記者による受賞者の紹

介）

朝日がん大賞は今年が８

回目になるが、個人ではな

い団体や組織に贈られるの

は初めて。癌研究会は今年、

設立100周年を迎えたが、

癌研有明病院は05年にそ

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

２～５面　朝日がん大賞、日本対がん
協会賞受賞者の紹介

６面　フィランソロピーゴルフ
７面　野菜、果物の摂取で食道がんの

リスク減る
７～８面　朝日新聞がん検診

世論調査の結果

朝日がん大賞に癌研有明病院
臓器別チーム医療体制を構築
協会賞は沖縄・上村氏ら5氏に

朝日がん大賞は日本対が

ん協会賞の特別賞として朝

日新聞社の協力を得て創設

され、今年で８回目。日本

対がん協会賞は41回目で、

がん征圧活動に功績のあっ

た個人と団体に贈られる。

選考委員は次の通り。委員

長・垣添忠生・日本対がん

協会会長、副委員長・武藤

徹一郎・癌研有明病院メデ

ィカルディレクター、唐澤

祥人・日本医師会会長、廣

橋説雄・国立がんセンター

総長、渥美好司・朝日新聞

医療エディター、箱島信

一・日本対がん協会理事長

県医師会副会長の前田昭治

氏（80）＝富山市在住の５氏。

大柴氏は胃がんの集団検

診で、胃がんの発見率を高

めるため、胃カメラの改良

や撮影技術、読影診断方法

の革新など有効な検診方法

を確立した。

上村、富永、秦、前田の

各氏はそれぞれの地域でが

ん検診受診体制の強化や、

がん診療の体制作りに大き

く貢献したことが評価され

た。

協会賞には団体の部もあ

るが、今年は該当する団体

がなかった。

今年度の朝日がん大賞受賞
が決まった癌研有明病院と
中川健院長。
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に全人的な臓器別チーム医

療を提供すべく組織改革を

行い、生まれ変わった。そ

の根幹をなすのがキャンサ

ーボードという組織に基づ

く集学的な治療方針の決定

で、今やこの体制は全国の

がん拠点病院や文科省のが

んプロフェッショナル養成

プランの模範ともなってい

る。

癌研究会は1908年の設

立で、今年100周年を迎え

た。1934年にわが国初の

がん専門研究所と付属病院

が豊島区西巣鴨に設立さ

れ、国立がんセンターが開

院されるまで国内唯一のが

ん専門病院として貢献し

た。癌研病院は05年に江

東区有明に移転し、早期が

んから難治がんまでの患者

癌研有明病院
（中川健院長、東京都江東区有明）

朝日がん大賞

湾市、北中城村で92年度

に初めて個別検診を導入、

翌年からは那覇市でも個別

検診が実施されるなど沖縄

県における婦人科がん検診

の体制整備に貢献、早期が

ん患者発見に寄与した。

日母沖縄県支部長などを

務め、検診事業推進のリー

ダーとしても活躍してい

る。

65年に上村病院を開設。

以来、43年にわたって婦

人科医としてがん対策の普

及や体制の構築に努めてき

た。がん検診の受診機会を

拡大するため、子宮がん、

乳がん検診を集団検診から

個別検診に移行することに

尽力、個別検診実施体制を

整備した。中部地域の具志

川市（現・うるま市）、宜野

医療法人海秀会上村病院院長

上村
うえむら

昭榮
しょうえい

氏（81歳）

イバースコープ検査では直

視下細胞診・組織診の胃診

断体系の導入と撮影技術の

革新を行い、胃内視鏡検査

の理論的、実践的体系を確

立した。96年から07年ま

で宮城県対がん協会会長を

務め、協会支部運営の監督、

指導を行うとともに支部の

発展に大きく貢献した。

東北大学第３内科の胃検

診研究グループの長として

実際に検診会場に出向き、

効果的な撮影技術の指導を

行い、今日につながる全国

的な標準撮影、読影診断方

法を確立した。また、胃カ

メラ改良のため、胃カメラ

と胃間接Ｘ線撮影の同日併

用を行うとともに、胃ファ

大阪医科大学名誉教授

大柴
おおしば

三郎
さぶろう

氏（83歳）

日本対がん協会賞

長として地方がんセンター

の体制作りに積極的に関わ

った。また栃木県がん登録

システムの構築の中心的存

在として尽力した。栃木県

保健衛生事業団理事長とし

て、がん検診やがん予防活

動でも大きな成果を上げ

た。現在も事業団顧問とし

て活躍している。

78年、国立がんセンタ

ーに医師として着任し、が

ん医療に従事した。86年

には栃木県立がんセンター

に移り、創設期の診療体制

構築や事業の安定化に貢献

した。また、呼吸器内科医

として多くの患者の治療に

携わり、肺がん検診事業の

体制構築にも貢献した。県

立がんセンター病院長、所

栃木県保健衛生事業団顧問

富永
とみなが

慶晤
けい ご

氏（68歳）

携のもと、がん検診の普及

啓発や受診率の向上に努め

た。各種がん検診の普及で

は01年から前立腺がん検

診を開始、04年からはヘ

リカルＣＴによる肺がん検

診を導入、05年からは乳

がん検診を開始した。また、

がん征圧運動普及のため、

募金活動を充実強化した。

対がん協会宮崎県支部で

ある宮崎県健康づくり協会

の理事として97年の４団

体統合による協会設立以

来、県内のがん検診体制の

充実に貢献。とくに98年

からは協会理事長として

10年間にわたり、検診体

制強化や精度管理の充実に

努め、県内市町村や医師会

など関係機関との密接な連

宮崎県医師会顧問

秦
はた

喜八郎
きはちろう

氏（74歳）

設。これにより、末期がん

患者支援体制が整備され

た。富山県健康増進センタ

ー所長としても地域検診の

強化に努め、病院長時代の

経験を生かして体制整備に

取り組んだ。とくに乳房検

診では検診車や診断装置を

整備、がん発見率を大きく

向上させた。

富山県医師会副会長時代

の89年、県医師会がん検

診特別委員会を設置、検診

精度管理などに貢献した。

さらに県からの委託で、が

ん患者の罹患状況と実態を

継続調査、がん疫学調査シ

ステムの確立にも貢献し

た。県立中央病院長当時の

92年、全国の自治体病院

に先駆け緩和ケア病棟を開

元富山県医師会副会長

前田
まえだ

昭治
しょうじ

氏（80歳）

日本対がん協会賞
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「使ったことのない電子

カルテに職員は四苦八苦。

私も入念に研修を受けまし

た」と中川院長。

チーム医療の中核となる

キャンサーボードと呼ばれ

る症例検討会も定着。これ

は臓器ごとに作られ、診療

科や職種を越えた関係者が

集まって最適な治療方針を

検討するものだ。臨床試験

の計画も討議される。医師

個人の偏った診療がなくな

り、治療の公正さや透明性

につながる。

中川院長は「みなが患者

のために一専門家として意

見を交わす。大学などと違

って上下関係の気兼ねなく

自由に発言できる気風が有

明病院にある。さらに、チ

ーム医療の質を高めていき

たい」と話している。

（朝日新聞東京本社医療グ

ループ　　　　　 服部尚）

集まる臓器別診療ができる

設計にした。医療体制準備

のために、部門ごとに16

の小委員会をつくり、合同

の準備会合だけで217回を

数えた。患者情報を共有化

してチーム医療を促進する

ために、電子カルテシステ

ムも導入した。

の決定が必要で、内科、外

科、放射線科による検討会

が発足した」と振り返る。

05年移転の、いまの有明

病院はそうした取り組みの

集大成だ。まず建物の設計

自体に工夫を凝らした。患

者が担当科を巡るのではな

く、患者の周りに担当科の

癌研究会は1934年に日

本初のがん専門の研究施設

と附属病院を開設。多くの

優れた臨床医を輩出すると

ともに、研究面で国内外を

リードし、大学教授にも20

人近くが招聘されている。

99年に以前の東京都豊

島区から江東区に移転が決

まり、新病院の運営は臓器

別の診療体制とチーム医療

を基本方針とした。この面

で先行する米国のがん専門

施設に当時の武藤徹一郎院

長自ら赴くなど、多くの医

師や看護師が研修を積んだ。

中川健院長は「原型とい

える取り組みは1980年ご

ろから。手術可能な場合が

限られる肺がん患者の診療

では、外来段階で治療方針

朝日がん大賞　　癌研有明病院（中川健院長）

臓器別診療体制とチーム医療が基本

今振り返ると、あの体験が

あったからこそ、この道を

ひたすら歩んできたんだと

思います」

80歳を過ぎて今年、手術

からの引退を決めた。それ

でも、８月、自宅でもある

病院に危険な状態の妊婦が

担ぎ込まれ、再びメスを握

った。手術が成功し、赤ち

ゃんの鳴き声が響くと、涙

があふれそうになった。

「いつ何が起こるかわか

らない大変な仕事。でも、

ここでしか味わえない喜び

がある」

母子を守るため、残りの

生涯もささげるつもりだ。

（朝日新聞那覇総局
木村司）

が、光栄です。多くの医師

仲間に感謝したい」

原点は幼少期。７歳のと

き、母親を妊娠中毒症で失

った。10カ月の胎児も一緒

だった。目を覚まさない母

親の姿が忘れられない。

「医師を目指したときは

意識していなかったけど、

早期発見の重要性を説いて

回った。

この時期、日本母性保護

医協会（現在の日本産婦人

科医会）の県支部長も務め、

県内各地に個別検診を普及

させた。

「産婦人科医として当た

り前のことをしただけです

出生率全国一の沖縄で、

産婦人科医療を先頭に立っ

て担ってきた。65年に開

業した上村病院で誕生した

赤ちゃんは５万２千人を超

える。その歩みの中で今回、

子宮がん検診などの受診機

会の拡大に貢献した功績が

認められ、受賞した。

公費で行われる子宮がん

検診。かつては月１回程度

だけ、公民館など指定され

た場所に限られる「集団検

診」しかなく、受診率が極

めて低かった。

そうした状況を憂慮し、

「都合の良い時間や場所で

検診が受けられれば、たく

さんの人が助かる」と92

年、県内で初めて、病気で

受診するのと同様に医療機

関で受け付ける「個別検診」

を導入。現在では当たり前

となった方式の先駆けとし

て、自治体や医療関係者に

日本対がん協会賞　　上村　昭榮氏

子宮がん検診などの個別化推進
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かった。彼の名前は今でも

忘れない」

実は大学進学では無試験

だった東大の水産科を目指

していた。

が、直前の終戦で一転。

当時人気だった造船科や航

空科がなくなり、水産科の

倍率が13倍に跳ね上がっ

た。

「勉強も好きじゃないし、

才能もない。やれるなら医

者ぐらいかな」と医学の道

へ進んだ。

内視鏡、胃カメラとの出

会いも、上司の「内視鏡や

ってみないか」という誘い

から。「すべてが非常にラ

ッキーだった」

運命を楽しむその姿勢

が、退職した今も人のつな

がりを生んでいる。

（朝日新聞仙台総局

神崎ちひろ）

ては意見を出し合い、昭和

30年代後半には現在の胃

カメラの原型となるものを

完成させた。

１番の思い出は、1961

年の集団検診。検査した男

性の胃カメラの写真から、

早期の胃がんであることを

初めて判別した。「うれし

を入れても、カメラの先に

水泡がついていれば写って

いない。内部を照らす電球

が切れたり、カメラが壊れ

たりすることもたびたびだ

った。

もっと細く、使いやすい

ものをと、カメラメーカー

と協力し、毎月１回集まっ

昭和30年代に東北大の

黒川俊雄博士らが始めた胃

がんの集団検診のため、胃

カメラの開発に取り組ん

だ。集団検診にも自ら出向

き、同僚らと手分けして、

１週間泊まり込みで800人

以上を検査したこともあっ

たという。

検診を始めた頃の内視鏡

は「鉄の棒の先にゴムが着

いたもの」。一人が患者の

顔を押さえて、一人が胃ま

で入れ、外で操作しながら、

数十コマの画像を撮影し

た。「あれはかなわん」そ

んなうわさを聞いて患者か

ら「勘弁してくれせんか」

と頼まれることもあったと

いう。

しかし、苦労してカメラ

日本対がん協会賞　　大柴　三郎氏

草創期の内視鏡、胃カメラ開発に尽力

といえば放射線や抗がん剤

の治療が主だが、これとい

って効果的な治療法はまだ

みつかっていない」。だか

ら国の医療費抑制や自治体

の財政難の影響で、がん検

診の回数が減ったり質が落

ちたりしてしまうのでは、

と心配する。

今春、老人医療と脳につ

いて勉強したくてと宇都宮

内科病院で勤務医に復帰し

た。現在は院長ながら週3、

4回のペースで外来を担当。

栃木県保健衛生事業団の顧

問を務め、同がんセンター

にも週１回顔を出す。「あ

れもこれもやりたい。欲張

りなんだよね」

（朝日新聞宇都宮総局
井手さゆり）

その後、栃木県立がんセン

ターの初代病院長となる上

司とともに、故郷の栃木に

戻ってきた。

「がんの一番の治療法は、

早期発見」。医師として治

療に携わるうち、そう確信

するようになった。「がん

切った。同大付属病院に勤

務後、母校の講師を務めて

いた時、教授から「国立が

んセンターで働かないか」

と持ちかけられた。「この

まま臨床もやらずにいてい

いのか」。そんな思いから

新しい環境に飛び込んだ。

「がんは難しい」。30年

近く携わってきたがん医療

について尋ねると、こんな

答えが返ってきた。

86年９月に開設された

栃木県立がんセンターに準

備段階からかかわり、外来

部長として着任。検診部長

などを経て01年から同セ

ンター病院長を務めた。05

年に退職するまでの間、同

センター内で、がん予防や

がん遺伝子などに関する研

究所の設立に尽力。病院を

含む内外のがん患者登録シ

ステムを立ち上げ、患者や

治療方法に関するデータの

収集、分析を推進するなど、

遅れ気味だった栃木県のが

ん医療に一貫してかかわっ

てきた。

がん医療の道に入ったの

は78年、38歳のとき。群

馬大学医学部を卒業、循環

器内科医としてスタートを

日本対がん協会賞　　富永　慶晤氏

地域のがん医療体制整備に貢献
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規受診者の掘り起こしが課

題。「一度受けてくれれば、

その後もずっと定期的に受

診するもの。特に若い人た

ちに、積極的な受診を呼び

かけたい」と意気込む。

治療以外にも、宮崎県内

のがん患者の団体「ひめや

しの会」「虹の会」、乳がん

撲滅のための「ピンクリボ

ン」キャンペーンなど様々

な活動を支援している。忙

しい毎日だが、「がんに苦

しむ人が笑顔を取り戻して

くれれば」と前向きだ。

「がん＝死というのは誤っ

たイメージ。これからは、

がんとともに生きる時代。

治るがんもあるからこそ、

早期発見、早期治療の大切

さを訴えていきたい」。秦

さんの挑戦はまだまだ続

く。

（朝日新聞宮崎総局

松井望美）

取り組んだ。今年、新設さ

れた新県医師会館（宮崎市）

に、患者の闘病記を紹介す

る体験記コーナーを設置す

るなど、がんに関する情報

発信にも力を入れてきた。

ここ数年、胃がん検診を

初めて受ける人の割合を示

す初回受診者率が県内で７

～９％（全国平均は12％

以上で推移）と低迷するな

ど、他のがんに関しても新

のもと、秦さんらは検診車

で農村部などを回り、検診

を呼びかけた。活動は徐々

に浸透し、96年には子宮

がん検診の受診率が全国17

位にまで向上した。

98年の県健康づくり協

会（対がん協会支部）理事

長就任後は、05年にマン

モグラフィによる乳がん検

診を開始するなど、新たな

検診方法の導入に積極的に

60年代、宮崎県内の子

宮がんによる死亡率は他県

に比べて高く、ワースト１

になった年もあった。中山

間地が多い県内では当時、

がんを発見し治療できる医

療施設が整っておらず、見

つかっても手遅れであるこ

とが多かった。

こうした状況を改善しよ

うと立ち上がったのが、農

協の婦人部だった。米１升

を互いに持ち寄って換金

し、子宮がん検診車を購入

しようという動きが起き

た。そして69年、県内で

２台目の検診車「はまゆう

号」は誕生した。

当時の県対がん協会会長

の「全会員（医師）が検診

車に乗るように」との指示

日本対がん協会賞　　秦　喜八郎氏

子宮がん検診受診率向上などに尽力

目覚めると、学友が布団の

上で冷たくなっていた。軍

医に懇願しても「民間人だ

から」という理由で診ても

らえなかった。沸き立つ憤

りの中、「医者になる」と

決心した。

70歳で病院を定年にな

った後、富山県健康増進セ

ンター所長として、県内の

がん検診受診率の向上など

に尽力した。

01年に乳がん対策とし

て、マンモグラフィ検診を

導入。県内の乳がんの発見

率は約４倍に上がった。

長年、がんにかかわって

きた活力の源泉は「人間愛」

と言い切る。

（朝日新聞富山総局
板垣麻衣子）

いたい」。多くの末期がん

患者に向き合ってきた経験

から、終末期医療の必要性

や重要性を訴えた。92年、

自治体病院としては全国初

の緩和ケア病棟が完成した。

医師を志したのは、戦時

下、旧制中学３年で連隊に

仮入営したときだ。ある朝

う言葉を知る人が少なく、

理解を得るのに苦労した。

「患者の死＝医師としての

敗北」という意識が医者の

間でも根強い時代でもあっ

た。

だが「人間は必ず死ぬ。

家族に見守られ、崇高な気

持ちで息を引き取ってもら

外科医になって五十数

年。「がんと闘う日々だっ

た」と振り返る。

1952（昭和27）年に国

立金沢医大を卒業。３年後

に世界中の医師が見学に訪

れていた千葉大医学部中山

外科に入った。朝夕の区別

なく食道がん手術の執刀に

携わった。

59年に渡米。ニューヨ

ーク医科大学病院などで大

腸がんや乳がん手術にもか

かわる。

61年に県立中央病院外

科に移り、医療局長、副院

長などを歴任。富山赤十字

病院長などを経て、89年

富山県立中央病院長に。

就任と同時に、終末期医

療患者の身体的・精神的負

担をやわらげ、生活の質を

向上させる「緩和ケア病棟」

の開設を提案した。

当時は「緩和ケア」とい

日本対がん協会賞　　前田　昭治氏

終末期医療の重要性を訴える
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を付けてプレーし8位と健

闘した若林舞衣子選手らは

決勝ラウンド中にもかかわ

らず、協会コーナーを訪れ、

乳がん触診モデルを興味深

そうに体験していた。

今年も昨年と同様の寄付

が寄せられる予定で、マン

モグラフィー設備導入など

女性のがん征圧のために使

われる。

団）とともにギャラリープ

ラザに乳がんを中心とした

パネル展示コーナーを設

け、乳がん触診モデルなど

を利用し訪れるギャラリー

に詳しく説明し、ピンクリ

ボンリストバンドやピンク

リボンバッジを配布して啓

発に努めた。

今季初シードを獲得し、

ピンクリボンリストバンド

「働く女性をサポートす

る」をテーマに「カゴメ

フィランソロピーＬＰＧＡ

プレイヤーズチャンピオン

シップ」（主催：ＮＰＯ法

人スポーツフィランソロピ

ー協会、特別協賛：カゴメ）

が7月24日から4日間、千葉

県の習志野カントリークラ

ブ　キング・クイーンコー

スで開催された。

出場選手の獲得賞金の

10％、ギャラリーの入場

料、イベントの収益金の一

部などがチャリティーにあ

てられ、日本対がん協会、

テレビ朝日福祉文化事業団

などに寄付される。昨年の

第２回大会では総額約2000

万円のうち850万円が日本

対がん協会に寄付され、千

葉県支部にマンモトームシ

ステム、沖縄県支部に超音

波診断装置の購入費用の一

部を贈呈することができた。

今年は120人の女子プロ

選手が出場、ディフェンデ

ィングチャンピオンの張娜

（チャンナ）選手の腰痛に

よる棄権や熱中症による棄

権者も出るなど、波乱に富

んだ戦いのなか3日目から

首位に立ち、最終日５アン

ダーをマークした韓国の全

美貞（ジョン・ミジョン）

選手が逃げ切った。表彰式

では全美貞選手から日本対

がん協会の荒田茂夫常務理

事に寄付の目録が贈られ

た。

日本対がん協会は千葉県

支部（ちば県民保健予防財

フィランソロピーゴルフ
女子プロ120人が熱戦

皮膚の構造についての話

と肌が敏感な時のケアにつ

いて学んだ。くすみを防ぐ

「１分間つぼ押し」も。

第３回「肌色カバー方法」

治療によっては、しみや

そばかすができやすくなっ

たり、色素沈着を起こしや

すくなったりする。それぞ

れの悩みに合わせたメーキ

日本対がん協会は資生

堂の協力を得て、がん体

験者を対象にした美容セ

ミナーを今年３月から７

月まで４回にわたり協会

本部の会議室で実施した

（写真）。

約20人のがん体験者

の方が参加し、治療中や

治療後のさまざまな悩み

の疑問や質問を271の項目

にまとめ、Ｑ＆Ａ形式でわ

かりやすく答える内容だ。

取材や執筆には週刊朝日編

集部が当たったが、対がん

協会は電話相談などで協力

する。

写真やイラスト、図表が

すべてカラーで掲載されて

おり、がんに関する基本的

な情報が網羅された内容だ。

Ａ４版で定価は838円

（税別）。収益の一部が対が

ん協会に寄付される。

朝日新聞出版の週刊朝日

編集部が『がんで「困った」

ときに開く本』というムッ

ク（別冊）を９月５日に発

売する。「完全保存版」と

銘打っており、がんが心配

で困った、告知されて困っ

た、セカンドオピニオンで

困った、病院選びで困った、

入院で困った、医師との関

係で困った、治療で困った、

手術で困った、抗がん剤治

療で困ったなど17種類の

がんにかかわる患者や家族

週刊朝日ががん別冊
協会が相談などで協力

表彰式後の記念撮影。右端は樋口久子ＬＰＧＡ会長、その左
が優勝した全美貞選手、左端は荒田対がん協会常務理事。

がん体験者への美容セミナー
資生堂が協力、今秋にも展開

「プロの方に指導しても

らってわかりやすく満足し

た」と喜びの声をいただい

た。今秋にはさらに役立つ

内容にして展開する予定。

セミナーへの問い合わせは

03－5218－7070へ。

ャップの方法を練習した。

第４回「眉の描き方」

抗がん剤の副作用で、髪

だけでなく眉毛が抜けるこ

とがある。顔の印象の決め

手となる眉を自分らしく描

く方法を練習した。

や困りごとを聞いた。セミ

ナーのテーマと概略は次の

通り。

第１回「ハンドケア」

抗がん剤の副作用で、爪

がデリケートになることが

ある。黒ずんだり、割れや

すくなったりした時のケア

について学んだ。

第２回「スキンケア」
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島根で支部長が交代

別に検討した結果、野菜、

果物摂取による食道がんの

リスク減少は喫煙と大量飲

酒のハイリスクグループで

もっとも高く、喫煙なし、

アルコール１日２合未満の

グループの発症リスクを１

とすると、喫煙あり、１日

２合以上のハイリスクで、

野菜、果物の低・中摂取グ

ループはリスクが7.67と非

常に高かったが、同じグル

ープでも野菜、果物の高摂

取グループの場合はリスク

が2.86と下がった。

研究グループでは野菜、

果物摂取による食道がんリ

スクの低減効果はあるが、

食道がんを予防するにはま

ず禁酒、禁煙が大切で、そ

の次に野菜、果物の摂取が

厚生労働省研究班の多目

的コホート研究で、食道が

んのうち、扁平上皮がんは

野菜や果物の摂取で発症リ

スクが減ることがわかっ

た。これは岩手、長野、茨

城、新潟、長崎、沖縄など

９県の保健所管内の45歳

から74歳の男性約３万

9000人を６年から９年間

追跡した結果。この間に

116人が食道の扁平上皮が

んと診断された。

研究班では食事に関する

アンケート調査から野菜、

果物の摂取量を推定。野菜、

果物の合計摂取量が高いグ

ループでは低いグループに

比べ、発症リスクがほぼ半

分になった。野菜、果物の

合計摂取量が１日当たり

100グラム増加すると、リ

スクが約10％低下した。

野菜、果物の種類を見る

と、キャベツ、大根、小松

菜など十字花科の野菜で統

計的に有意な関係がみられ

た。十字花科の野菜は実験

で、発がんを抑制するとさ

れるイソチオシアネートを

多く含んでいる。

さらに、喫煙、飲酒習慣

野菜、果物の摂取で
食道がんのリスク減らす

日本対がん協会の島根県

支部で支部長が交代した

（敬称略）。発令日は新任が

７月１日、退任は６月30

日付。

島根　支部長　田代収▽退

任　中島雪夫（支部長）

新 支 部 長
島根　田代　収（たしろ・

かず）氏

県医師会

会長。81

歳。

大事だと指摘している。

扁平上皮がんは日本人の

食道がんの大部分を占め、

飲酒、喫煙との関連が非常

に強い。

別に病院などで受けた検

診 9

勤め先が実施した集団検

診 23

勤め先からの案内で個別

に病院などで受けた検診

8

かかりつけ医に勧められ

て個別に受けた検診 8

自発的に病院などで受け

た検診 11

その他 6

⑥市区町村が実施する「が

ん検診」は、受診率が低

いのが現状です。あなた

は、どうすれば「がん検

診」を受ける人が増える

と思いますか。最も効果

的だと思うものを一つだ

け選んでください。

検診の場所や日時を広く

知らせる 20

受診できる場所や回数を

増やす 34

受診の費用を安くする 23

検診の効果を宣伝する 12

その他 11

有効回答2300（77%）

受けた 35

受けていない 63

答えない 2

Ｄ（女性の方へ）２年以内

に子宮がん検診を受けま

したか。

受けた 37

受けていない 61

答えない 2

Ｅ（女性の方へ）２年以内

に乳がん検診を受けまし

たか。

受けた 30

受けていない 69

答えない 2

⑤前の質問のＡ～Ｅで、一

つでも「受けた」と答え

た方にうかがいます。そ

れはどのような機会に受

診されましたか。（複数

回答）

市区町村が実施した集団

検診 12

市区町村からの案内で個

①「がん検診」についてう

かがいます。あなたは、

多くの「がん」は治る病

気だと思いますか。そう

は思いませんか。

そう思う 44

そうは思わない 45

その他 11

②「がん検診」は、「がん」

の早期発見にどの程度役

立つと思いますか。

大いに役立つ 44

ある程度役立つ 51

あまり役立たない 3

まったく役立たない 0

その他・答えない 1

③ あなたは、市区町村が

住民を対象にした「がん

検診」を実施しているこ

とを知っていますか。

知っている 77

知らない 22

その他 1

④「がん」に関する検診は、

市区町村の「がん検診」

のほか、勤め先が実施す

る健康診断や検診、人間

ドックなどで受けられま

す。あなたは、次の検診

を受けましたか。

A１年以内にバリウム検査

や内視鏡検査など胃がん

を見つけられる検診を受

けましたか。

受けた 35

受けていない 63

答えない 1

B１年以内に胸のＸ線撮影

や痰（たん）を調べる検

査など肺がんを見つけら

れる検診を受けました

か。

受けた 51

受けていない 48

答えない 1

Ｃ１年以内に検便など大腸

がんを見つけられる検診

を受けましたか。

朝日新聞世論調査
質問の全文と結果 (数字は%)
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ント、肺がんで16ポイン

ト、大腸がんで８ポイント

高く、逆に子宮がんでは２

ポイント、乳がんでは２ポ

イント低くなるという興味

深い結果が出ている。

朝日新聞調査は調査票を

対象者に郵送して返送を受

ける郵送方式、内閣府調査

は調査員が対象者の自宅を

訪問する面接調査として実

施された。

内閣府調査では、専門家

の間から他の調査に比べ受

診率の数字が高く出すぎて

いるのではないかという指

摘が出た。朝日新聞調査は

これより一部でさらに高い

数字が出ている。これは設

問の聞き方が異なっている

ことのほか、受診場所に関

する設問の回答で、「勤務

先の集団検診で」と答えた

人が２割を超えてトップに

なるなど、従来調査では把

握が困難だった都市部での

職域検診や人間ドックによ

る検診、かかりつけ医での

検診など、住民検診以外の

検診結果がかなりの程度ま

で反映された結果と見るこ

ともできそうだ。

「かかりつけ医に勧められ

て」８%、「勤め先からの

案内で個別に受診」８%と

続いた。

さらに、市区町村が実施

している住民検診の受診率

を上げるにはどうすればい

いか聞いたところ（複数回

答）、受診できる場所や回

数を増やす34%、受診の費

用を安くする23%、検診の

日時や場所を広く知らせる

20%、検診の効果を宣伝す

る12%となった。

がん検診受診率を見る

と、今回の調査は他の調査

に比べ、「受けた」と答え

た人がかなり高く出ている

のが特徴だ。

設問の聞き方や調査の実

施形式が異なるため、数字

そのものを比較することは

できないが、内閣府世論調

査の場合、胃がん（１年以内）

29.5%、肺がん（同）34.7%、

大腸がん（同）27.1%、子宮

がん（２年以内）39％、乳が

ん（同）32.4%という数字が

出ている。

両者を比較すると、朝日

新聞調査の方が内閣府調査

に比べて、胃がんで５ポイ

答えたのは63%だった。

「胸のＸ線撮影や痰を調

べる検査など肺がんを見つ

けられる検診」を「受けた」

と答えた人は51%と半数を

超えたが、「受けていない」

人も48%あった。

さらに、「検便など大腸

がんを見つけられる検診」

を「受けた」と答えた人は

35%で、「受けていない」

人は63%だった。

一方、女性に「２年以内

に子宮がん検診を受けた

か」を聞いたところ、「受

けた」と答えたのは37%、

「受けていない」は61%だ

った。また、「２年以内に

乳がん検診を受けた」か聞

いたところ、「受けた」人

は30%、「受けていない」

人が69%だった。

がん検診を１種類でも受

けたと答えた人に、受診し

た場所を聞いたところ（複

数回答）、「勤め先が実施し

た集団検診」が23%ともっ

とも多く、次いで「市区町

村が実施した集団検診」

12%、「自発的に病院など

で」11%、「市区町村から

の案内で個別検診」９%、

朝日新聞が今年５月から

７月にかけて実施した健康

に関する全国世論調査で、

がん検診に関する部分の結

果がこのほどまとまった。

がん検診については昨年９

月、内閣府が同様な世論調

査を実施しているが、今回

調査は内閣府調査に比べて

検診受診率がやや高めに出

ているのが特徴。検診受診

率はまだ全国的な実態が把

握されていないが、この結

果は各方面で議論を呼ぶこ

とになるとみられる。（質

問と結果は７ページに掲

載）

朝日新聞世論調査は全国

3000人の成人を対象に郵

送調査として実施された。

2300人が回答し、回収率

は77%と高かった。

「がんが治る病気だと思

うか」という最初の設問で

は「思う」44％、「思わな

い」45％と意見が分かれ

た。しかし、「がん検診」

が早期発見に役立つかどう

かでは「大いに役立つ」

44％、「ある程度役立つ」

51％で、ほとんどの人が

評価している。

「市区町村が実施してい

る住民検診」については

「知っている」77％、「知ら

ない」22％で、８割近い人

が知っていると回答した。

個別のがん検診受診に関

する質問では「１年以内に

バリウムや内視鏡など胃が

んを見つけられる検診を受

けたか」という質問に、

「受けた」と答えたのは

35%、「受けていない」と

朝日新聞の全国世論調査
検診受診率はやや高めの数字

胃がん35％、肺がん51％、乳がん30％


