
はじめに

　平成 24 年 6 月に第二期のがん対策推進基本計
画（以下，基本計画）が策定され，わが国のがん
対策における方向性が示された．基本計画では，1）
がんによる死亡者の減少，2）全てのがん患者と
その家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向
上，3）がんになっても安心して暮らせる社会の
構築の三つが全体目標として掲げられており，こ
れら全体目標を達成するために，分野別施策と個
別目標が明記されている．さらに基本計画では，
目標の達成状況の把握とがん対策を評価する指標
の策定を行うこと，そして個々の取り組むべき施
策が個別目標の達成に向けてどの程度の効果をも
たらしているのか評価することについて言及され
ている．これまで，厚生労働省研究班「がん対策
における進捗管理指標の策定と計測システムの確
立に関する研究」（代表者：若尾文彦国立がん研
究センターがん対策情報センター長）では，がん
対策の進捗状況について把握するための指標の策
定に取り組んできた1）．前回，同研究班のがん対
策の進捗管理指標策定の一貫として取り組んでき

たがんの早期発見分野についての指標とその現状
について報告した2）．本稿では，がんの予防分野
の指標とその現状について報告する．

1　基本計画におけるがんの予防分野
の個別目標と指標

　基本計画では，がんの予防に関して①たばこ対
策，②感染症に起因するがんへの対策，③その他
生活習慣の改善に関する対策と大きく三つの項目
に分けて記述されている．そこで，がん対策の個
別目標，指標，現状についてこれら三つの項目別
に整理した（表 1）．

　1  たばこ対策に関する個別目標と指標
　喫煙は，日本人男性では一番目，女性では二番
目に高いがんの寄与因子である3）．これまで，「21
世紀における国民健康づくり運動（健康日本
21）」や健康増進法などに基づき，様々な対策が
行われてきた．また，日本は平成 16 年に「たば
こ の 規 制 に 関 す る 世 界 保 健 機 関 枠 組 み 条 約
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vention on Tobacco Control）」を批准し，平成
17 年 2 月には公衆衛生分野における初の多国間
条約として発効した．これを受け，たばこ製品へ
の注意文言の表示強化，広告規制の強化，禁煙治
療の保険適用，公共の場での禁煙などの包括的な
対策が進められている．また，平成 22 年に閣議
決定された「新成長戦略」の工程表の中で，「受

動喫煙の無い職場の実現」が目標として掲げられ，
職場の受動喫煙防止対策の強化の必要性について
も指摘されている．
　これらを踏まえて，基本計画では，平成 34 年
度までに 1）禁煙希望者が禁煙することにより成
人喫煙率を 12％とすること，2）未成年者の喫煙
をなくすこと，3）受動喫煙の機会を有する者の

表　がん予防分野におけるがん対策進捗管理指標

指標 目標 現状

たばこ対策に関する進捗管理指標

1. 成人喫煙率 12％以下 19.3％（男性 32.2％，女性 8.2％）（平成 25 年）

2. 未成年者の喫煙率 0%
中学校男子 2.9％，女子 1.7％，高等学校男子 5.9％，
女子 3.6％（平成 24 年）

3. 受動喫煙の機会を有する者の割合
行政機関・医療機関 0％，
家庭 3％，飲食店 15％

行政機関 9.7％，医療機関 6.5％，家庭 9.3％，飲食店
46.8％（平成 25 年）

4. 受動喫煙の無い職場の割合 0％＊ 65.5％（全面禁煙又は空間分煙実施）（平成 25 年）

感染症に起因するがんへの対策に関する進捗管理指標

1. B 型・C 型肝炎ウイルス感染率

‐

B 型（HBs 抗原陽性）約 0.2％（平成 22 ～ 24 年）
C 型（HCV 抗体陽性）16 ～ 19 歳　0.13％，20 ～ 29
歳　0.21％，30 ～ 39 歳　0.77％，40 ～ 49 歳　1.28％，
50 ～ 59 歳　1.80％，60 ～ 69 歳　3.38％
B 型・C 型無症候性キャリア　推定 2.8 ～ 3.2 万人

（平成 20 ～ 22 年）

2. B 型・C 型肝炎ウイルス抗体検
　査受検率

‐ B 型 推定 57.4％，C 型 推定 48.0％（平成 23 年） 

3. ヒト T 細胞白血病ウイルスⅠ型
　 感染率

‐
推定約 108 万人（男性 0.66％，女性 1.02％）

（平成 18 ～ 19 年）

生活習慣の改善に関する進捗管理指標

1. ハイリスク飲酒者の割合 男性 13％，女性 6.4％ 男性 14.7％，女性 7.6％（平成 24 年）

2. 運動習慣のある者の割合 20 ～ 64 歳　男性 36％，女性 33％ 20 ～ 64 歳　男性 22.3％，女性 19.4％

65 歳以上　男性 58％，女性 48％ 65 歳以上　男性 47.6％，女性 37.8％（平成 25 年）

3. 野菜と果物の摂取量 野菜 350 ｇ 野菜　283.1 ｇ

果物 100 ｇ未満の者の割合 30％
果物摂取量 100 ｇ未満の者の割合 56.4％

（平成 25 年）

4. 食塩摂取量 8 ｇ 10.2 ｇ（男性 11.1g，女性 9.4g）（平成 25 年）

5. 適正体重を維持している者の割合 肥満者　20 ～ 60 歳　男性 28％
肥満者　20 ～ 60 歳男性 29.0％，40 ～ 60 歳女性
19.6％

　　　　40 ～ 60 歳　女性 19％

やせ　20 代女性 20％ やせ　20 代女性 21.5％（平成 25 年）

＊平成 32 年までの目標値，それ以外は平成 34 年までの目標値
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割合を，行政機関及び医療機関では 0％，家庭で
は 3％，飲食店では 15％とすること，4）平成 32
年までに受動喫煙の無い職場を実現することが目
標とされた．そこで，研究班ではこれらの進捗管
理指標として，指標 1：成人喫煙率，指標 2：未
成年者の喫煙率，指標 3：受動喫煙の機会を有す
る者の割合，指標 4：受動喫煙の無い職場の割合
の 4 つから整理した．

　2  感染症に起因するがんへの対策の個別目標
　　　と指標
　感染に起因するがんへの対策としては，1）肝
がんと関連する肝炎ウイルス検査体制の充実や普
及啓発，そしてＢ型肝炎ウイルスワクチンの接種
方法のあり方の検討，2）成人 T 細胞白血病（ATL）
と関連するヒト T 細胞白血病ウイルスⅠ型

（HTLV-1）については感染予防対策等への取組，
3）子宮頸がんと関連するヒトパピローマウイル
ス（HPV）については HPV ワクチンの普及啓発，
接種の方法等のあり方の検討，4）胃がんと関連
するヘリコバクター・ピロリの除菌の有用性の検
討について記載されており，個別目標としてこれ
ら感染に起因するがんへの対策を推進することに
より，がんを予防することが目標とされている．
しかし，3）の HPV ワクチンについては，平成
25 年 6 月の専門家会議において，接種部位以外
の体の広い範囲で持続する疼痛の副反応症例など
についてワクチン接種の有効性と比較した上で定
期接種を中止するほどリスクが高いと評価されな
かったものの，副反応について十分に情報提供で
きない状況にあることから，現在接種希望者の接
種機会は確保しつつも，適切な情報提供ができる
までは積極的な接種勧奨を一時的に差し控えるこ
ととされている4）．また，4）のヘリコバクター・
ピロリの除菌の有用性については，「有効性評価
に基づく胃がん検診ガイドライン 2014 年度版」
において公的ながん対策の一部である対策型検診
として導入するにはペプシノゲン法，ヘリコバク
ター・ピロリ抗体あるいはその併用法は，死亡率
減少効果を判断する証拠が不十分とされている
5）．以上を踏まえ，感染症に起因するがんへの対
策の指標としては，肝炎ウイルス対策に関する指

標として，指標 1：B 型・C 型肝炎ウイルス感染率，
指標 2：B 型・C 型肝炎ウイルス抗体検査受検率，
そして HTLV-1 ウイルス対策として，指標 3：ヒ
ト T 細胞白血病ウイルスⅠ型感染率について整
理した．

　3  その他生活習慣の改善に関する個別目標と
　　　指標
　生活習慣と全がん罹患との関連では，飲酒が男
性 9.0％，女性 2.5％，身体活動が男性 0.3％，女
性 0.6％，野菜摂取が男性 0.7％，女性 0.4％，果
物摂取が男性 0.7％，女性 0.8％，食塩が男性 1.9％，
女性 1.2％，BMI25 以上の過体重が男性 0.8％，
女性 1.6％と推定されている3）．がんと関連する
生活習慣などについては，「21 世紀における国民
健康づくり運動」においても普及啓発が行われて
きたが，多量に飲酒する人の割合や野菜摂取量に
変化がみられず，果物を接種している人の割合が
低下している状況であった．そこで，基本計画で
は，「ハイリスク飲酒者の減少」，「運動習慣者の
増加」，「野菜と果物の摂取量の増加」，「塩分摂取
量の減少」などを目標とすることとされている．
また，肥満ががんのリスクを上げることが「確実」
と評価される一方で，日本，中国，韓国を含む東
アジアの研究においては，BMI が低いものにお
いてもがん死亡リスクを上げる傾向が報告されて
いる6）．そこで，その他生活習慣の改善に関する
指標としては，指標 1：ハイリスク飲酒者の割合，
指標 2：運動習慣のある者の割合，指標 3：野菜
と果物の摂取量，指標 4：食塩摂取量，指標 5：
適正体重を維持している者の割合について整理し
た．

2　進捗管理指標からみたがん対策の
現状

　1  たばこ対策に関する進捗管理指標と現状
　指標 1：成人喫煙率
　喫煙は，肺，咽頭，喉頭，食道，胃，大腸，肝
臓などに対して発がん性があることが「確実」と
されており7），本人の喫煙のがん罹患に寄与する
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割合は男性で 29.7％，女性で 5.0％と推定されて
いる3）．ここでの成人喫煙率は，満 20 歳以上の
成人のうち，現在習慣的に喫煙している者の割合
を指す．国民健康・栄養調査の結果8）をみると，
成人喫煙率は平成 7 年以降減少傾向にあったが，
平成 22 年から平成 25 年の調査結果ではほぼ横ば
いとなっている（平成 22 年 19.5％，平成 24 年
20.7％，平成 25 年 19.3％）．また性別でみると，
男性が 32.2％（平成 25 年），女性が 8.2％（平成
25 年）と男性で喫煙率が高くなっている．さら
に年代にとっても喫煙率に違いがあり，60 ～ 70
歳代では喫煙率が低くなっている．国の基幹統計
であり 3 年ごとに調査が行われている国民生活基
礎調査の結果をみても，同様の傾向が認められて
いる（平成 25 年全体 21・6％，男性 33.7％，女
性 10.7％）9）．現在習慣的に喫煙している者のう
ち禁煙希望者の割合は，減少傾向にある（平成
25 年度国民健康・栄養調査全体 24.6％，男性
23.4％，女性 28.6％）8）．
　指標 2：未成年者の喫煙率
　未成年者の喫煙は，法律上禁止されているとと
もに，発達期における有害物質への暴露は短期間・
少量であっても成人に比べ健康への影響が大き
く，かつ成人期を通した喫煙継続につながりやす
い10）．国全体の未成年者の喫煙傾向について把握
するため，これまで厚生労働科学研究として断続
的に行われてきた「未成年者の喫煙・飲酒状況に
関する実態調査」の結果から整理した11）．全国学
校総覧に掲載された全国の中学校，高等学校の生
徒のうち，「この 30 日間に 1 日でも喫煙経験があ
る者」及び「毎日喫煙している者」の割合は，平
成24年の調査で中学生男子が2.9％，女子が1.7％，
高校生男子が 5.9％，女子が 3.6％と近年減少傾向
にあった．
　指標 3：受動喫煙の機会を有する者の割合
　受動喫煙は，非喫煙者においても肺がんの「確
実」なリスク因子であり7），厚生労働省は公共の
場所においては原則全面禁煙が望ましいとしてい
る．ここでは，現在習慣的に喫煙している者以外
がたばこの煙を吸う機会（受動喫煙の機会）がど
の程度あったか，国民健康・栄養調査の結果から
整理した8）．平成 25 年度の調査結果をみると，

行政機関が 9.7％，医療機関が 6.5％，家庭が 9.3％，
飲食店が 46.8％となっており，平成 23 年と比較
すると家庭を除き，微増している．
　指標 4：受動喫煙の無い職場の割合
　職場における受動喫煙防止対策については，平
成 4 年以降労働安全衛生法（第 71 条の 2）の快
適職場の形成における事業主の努力義務として対
策が進められてきた．しかし，平成 19 年の労働
者健康状況調査で「全面禁煙」又は「喫煙室を設
けそれ以外を禁煙」の措置を講じている事業所は，
46％にとどまった12）．これを受け，平成 22 年 6
月の「新成長戦略」では，平成 32 年までに受動
喫煙のない職場の実現が目標として掲げられた．
平成 25 年の労働安全衛生調査実態調査の結果を
みると，「全面禁煙」又は「空間分煙」の実施割
合は，65.5％と増加している13）．事業所規模の大
きい事業所ほどなんらかの受動喫煙防止対策に取
り組んでおり，産業別では「電気・ガス・熱供給・
水道業」において受動喫煙防止対策に取り組んで
いる割合が高くなっていた．

　2  感染症に起因するがんへの対策に関する進
　　　捗管理指標と現状
　指標 1：B型・C型肝炎ウイルス感染率
　B 型・C 型肝炎ウイルスの持続感染は，肝がん
の発がん要因とされ，C 型肝炎ウイルスは非ホジ
キンリンパ腫とも関連があるとされている14）．B
型・C 型肝炎ウイルスは，主に血液や体液を介し
て感染し，出産時の母子感染，まだ感染リスクが
明らかではなかった時代の医療行為などが感染源
として考えられている．B 型・C 型肝炎ウイルス
の感染率について，既存の厚生労働科学研究の結
果から整理した．初回献血者における B 型肝炎
ウイルス（HBs 抗原陽性）の感染率は，男性が約
0.2％，女性が約 0.1％（全体が約 0.2％）であり，
出生年が新しくなるほど陽性率は減少傾向にあっ
た15）．C 型肝炎ウイルスの感染率は，年代によっ
て異なり 10 代から 30 代にかけて感染率は 1.0％
以下であるのに対し，40から50代では1.3～1.8％，
60 代で 3.4％と高齢者で感染率が高い傾向にあっ
た16）．診療報酬記録から B 型・C 型肝炎に関連す
る疾患を調査した結果においては，無症候性キャ
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リアが 2.8 ～ 3.2 万人と推定されている15）．
　指標 2：B型・C型肝炎ウイルス抗体検査受検率
　肝炎ウイルスの感染経路は種々あり，個人が肝
炎ウイルスに感染した可能性があるか否かを一概
に判断することが困難である．そのため，全ての
国民が少なくとも一度は肝炎ウイルス検査を受検
することが推奨されている17）．肝炎ウイルス検査
は，健康増進事業，特定感染症検査等事業，職域
における健診での検査など様々な受検機会が設け
られている．そのため，各事業での肝炎ウイルス
検査受験者数は把握されているものの，重複受検
者の存在などから正確にどの程度の国民が肝炎ウ
イルス抗体検査を受検したかを把握することが難
しい．そのため厚生労働省は，平成 23 年度 20 歳
から 79 歳を対象に肝炎検査受検状況実態調査を
実施した17）．この結果から，B 型肝炎ウイルス抗
体検査受検率は，57.4％，C 型肝炎ウイルス抗体
検査受検率は，48.0％と推定されている．
　指標 3：ヒト T細胞白血病ウイルスⅠ型感染率
　HTLV-1 は，ATL の主な要因とされており，
これまで沖縄，鹿児島，宮崎，長崎県を中心とす
る南西地域にキャリアが多く存在した18）．近年こ
れらの地域における感染率は低下傾向にあり，特
に 若 い 世 代 の 感 染 率 が 低 く な っ て い る18）．
HTLV-1 キャリアからの ATL 発症は，40 歳を超
えるまではほとんどなく，40 歳を過ぎると年間に
キャリア 1,000 人に対し 1 人の割合で発症する19）．
初回献血者のデータを用いた厚生労働科学研究に
おける調査によると，感染者数は約 108 万人（男
性が 0.66％，女性が 1.02％）と推定されおり減少
傾向にある20）．

　3  その他生活習慣の改善に関する進捗管理指
　　　標と現状
　生活習慣の改善においては，がん予防だけでな
く高血圧やその他の疾患との関連についても考慮
する必要がある．そこで，健康日本 21 の目標設
定を踏まえて現状について整理した．
　指標 1：ハイリスク飲酒者の割合
　がん，高血圧，脳出血，脂質異常症などの飲酒
に関する多くの健康問題のリスクが 1 日平均飲酒
量とともに，ほぼ直線状に上昇することが示唆さ

れる一方で，全死亡，脳梗塞，虚血性心疾患につ
いては飲酒量との関係がほぼ直線状に上昇すると
はいえないこと，また一般に女性は男性に比べて
肝機能障害など飲酒による臓器障害を起こしやす
くアルコール依存症に至るまでの期間も短いこと
を考慮し，健康日本 21（第 2 次）では，ハイリ
スク飲酒者を 1 日当たりの純アルコール摂取量が
男性で 40g 以上，女性で 20g 以上の者と定義した．
本指標では，この定義を用い，国民健康・栄養調
査8）から国民全体のハイリスク飲酒者の割合を整
理した．平成 24 年度の調査では，ハイリスク飲
酒者の割合は，男性が 14.7％，女性が 7.6％であり，
近年男性はやや減少傾向にあるものの女性はほぼ
変化がなかった．
　指標 2：運動習慣のある者の割合
　運動習慣については，就労の有無が大きく影響
をするため，健康日本 21（第 2 次）では性年齢
別に目標値が掲げられた．運動習慣のある者とは，
週 2 日以上，持続時間として 1 回 30 分以上の運
動を 1 年以上継続している者を指す．平成 25 年
度の国民健康・栄養調査の結果をみると8），20 ～
64 歳の男性が 22.3％，女性が 19.4％，65 歳以上
の男性が 47.6％，女性が 37.8％となっており，い
ずれも 65 歳未満の就労世代で運動習慣が低く
なっていた．近年，20 ～ 64 歳の運動習慣は，男
女ともほぼ横ばいか若干減少傾向にある．
　指標 3：野菜と果物の摂取量
　果物は，摂取量が多いほどがんのリスクが低下
するものではないため，健康日本 21（第 2 次）
では，果物摂取量が平均値（100g）未満である
者の割合を減少させることが目標とされた．平成
25 年度の国民健康・栄養調査の結果をみると8），
野菜の平均摂取量は 283.1g と平成 9 年度からほ
ぼ変化がなく，どの年代においても目標値である
350g には達していない．また果物摂取量が 100g
未満の者の割合は，56.4％とやや減少傾向にある．
年代別にみると，20 歳から 40 歳代で果物摂取量
が少ない傾向がある．
　指標 4：食塩摂取量
　日本型の食事の特長を保ちつつ食塩摂取量を減
少させるために健康日本 21（第 2 次）では，8 ｇ
という目標が掲げられた．平成 25 年度の国民健
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康・栄養調査の結果をみると，食塩摂取量は 10.2
ｇ（男性 11.1g，女性 9.4g）となっており，やや
減少傾向にあるものの目標値は達成されていな
い．
　指標 5：適正体重を維持している者の割合
　健康日本 21（第 2 次）では，① 20 から 60 歳
の男性の肥満者（BMI 値 25 以上の者），② 40 か
ら 60 歳の女性の肥満者（BMI 値 25 以上の者），
③ 20 代の女性のやせの者（BMI 値 18.5 未満の者）
の割合を減少させることが目標として上げられ
た．平成 25 年度の国民健康・栄養調査の結果では，
①の男性肥満者が 29.0％，②の女性肥満者が
19.6％，③の女性のやせの者が 21.5％となってお
り，女性肥満者の割合はやや減少傾向にあるもの
の男性肥満者と 20 代女性のやせの者の割合は，
近年ほぼ横ばいとなっている8）．

おわりに

　がんの予防分野における進捗管理指標として，
特に生活習慣に関してはがんだけでなくその他の
疾患リスクを考慮するため，健康日本 21（第 2 次）
の施策目標を踏まえて整理を行った．たばこ対策
においては，成人喫煙率は男性では 32.2％，女性
では 8.2％と近年ほぼ横ばいで推移しており，喫
煙者における禁煙希望の割合が低下していること
を鑑みると喫煙率の低下はやや下げ止まりとなっ
ている感があることを否めない．未成年者の喫煙
率は，減少傾向にあるものの，非行少年（補導少
年，少年鑑別所在所少年）においては一般少年よ
りも喫煙率が高くなっているなど21）の一部ハイ
リスクな群が存在することを忘れてはならないだ
ろう．
　感染症に関する対策においては，肝炎ウイルス
感染率，HTLV-1 感染率ともに近年減少傾向にあっ
た．しかし，肝炎ウイルス感染率，HTLV-1 感染
率ともに初回献血者のデータからの推定値であ
り，献血者には HBs 抗原陽性者，肝炎患者，手術
や輸血歴がある者，HTLV-1 関連疾患患者が家族
にいる場合などの感染のハイリスク群は献血を行
わないことが予想されるためどちらのデータも感
染率を過少評価している可能性がある18）．また肝

炎ウイルス感染率については，診療録から無症候
性キャリア数の推定が試みられているが，同調査
の解析対象は 64 歳以下であり，現在，肝硬変や
肝がんの患者は 65 歳以上の年齢層に多いことを
考えると結果の解釈には留意する必要がある15）．
また，肝炎ウイルス抗体検査受検率は，肝炎検査
受検状況実態調査では半数程度の国民が受検した
と推定されている．しかし，同調査において手術
前の検査などで受検したと考えられる者であって
も肝炎ウイルス検査を受検した認識がないものが
多くいることが指摘されており，国民の間で「肝
炎」という病気についてあまり知られていないこ
とが肝炎ウイルス抗体検査の受検を妨げているの
ではないかと考えられる．手術などのスクリーニ
ング目的で行われる検査においては，陽性の場合
は適切な医療へつなげ，陰性の場合は結果を本人
が認識できるように伝えていくことも重要と考え
られる．HTLV-1 の主な感染源は母子感染と考え
られており，平成 22 年より妊婦健康診査の検査
項目に追加され，検査が公費負担の対象となった．
しかし，近年 HTLV-1 感染率は減少傾向にあり，
特に母子感染予防対策が必要な出産年齢の世代の
キャリア率は低いこと，また HTLV-1 スクリー
ニング検査は一定の確率で偽陽性の結果がでる．
そのため確認試験が求められているが，この確認
試験においても約 10 ～ 20％が判定保留となると
されており，確認試験で判定保留の場合は PCA
法（自費診療）を行うことを提案するなど慎重な
対応が求められている22）．
　その他生活習慣改善に関する指標をみると，食
塩摂取量，40 歳から 60 歳代の女性の肥満者の割
合は若干ではあるが改善傾向にあるものの，ハイ
リスク飲酒者，運動習慣のある者，野菜と果物の
摂取量，男性の肥満者，女性のやせの者について
は，近年ほとんど変化していない．ここでは主に
全体の平均値について記述した．しかし，年代，
世帯所得，居住する都道府県によって生活習慣に
違いがある点について留意する必要がある．例え
ばハイリスク飲酒者は年代によって違いがあり，
男性では 40 から 60 代で，女性では 30 から 50 代
で高くなっている．同様に，野菜と果物の摂取量，
食塩摂取量についても年代によって差があり，ま
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た男性のハイリスク飲酒者，運動習慣のある者，
野菜と果物の摂取量については世帯所得によって
も違いが認められた．男性のハイリスク飲酒者，
野菜と果物の摂取量，食塩摂取量，男性の肥満者
については居住する都道府県によっても違いが
あった．これら，年代，世帯所得，居住地による
生活習慣の違いについても考慮した上で，対策を
進めていく必要があろう．なお，今回の指標の整
理に用いた国民健康・栄養調査は，回答者の自己
申告によるものであり，協力率が男性より女性で，
また 60 代や 70 歳以上の高齢者で高いことに留意
して結果を解釈する必要がある23）．
　以上，本稿ではがん対策におけるがんの予防分
野における進捗管理指標とその現状について紙面
上の関係から簡単に記述し，最後に私見も交えて
進捗管理状況について述べた．ここで整理した指
標については，今後の研究結果や新たな知見を踏
まえ，今後適宜修正されていく可能性がある．
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