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「公益財団法人」に／日本対がん協会
日本対がん協会は、10 「ゴール」ではなく、
「出発
月１日、「公益財団法人」 点」に過ぎないことを今、

えなくなります。内閣府か
ら、
「新制度移行後は、組

のものであり、維持する必
要があります。そこで、結

に移行しました。内閣府公
益認定等委員会の審査で、
公益性の高い事業を主に実

実感しています。新制度の
下でやるべき事が山のよう
にあり、また、これまで以

織・会計が一体でなければ
『本部』
『支部』を名乗るこ
とはできない」という見解

核予防会、予防医学事業
中央会とも相談、今後は、
「本部・支部」を「日本対

施する団体として認定され
たことになります。
今年５月７日に申請し、
９月24日に「認定」の答
申を得ました。総理大臣の
認定書が手渡されたのは登
記前日でした。
公益法人制度は、法律が
全面改正され、
「100年に
１度」といわれる改革が実
施されています。既存の財
団法人は、2013年11月ま
での移行期間中に、一般財
団法人か、公益財団法人に
移行しなければ、自動的に

上の「内部統制」も求めら
れるからです。
主務官庁制度が廃止さ
れ、内閣府など「第三者」
の監督を受けることも、立
ち入り調査など「事後チェ
ック」の強化といった形で
影響が出てくるでしょう。
新制度には、一定の基準を
満たさない場合、自動的に
認定が取り消される規定も
あります。もちろん、い
きなり「解散」といった事
にはなりませんが、新法の
規定を甘く見るのは禁物で

が示されたからです。
しかし、
「本部」と「支
部」が協力して、全国で
対がん運動を展開すること
は、われわれの存在意義そ

がん協会グループ」と称す
ることにし、当協会のホー
ムページにある当該表現等
を変更しました。

解散となります。当協会に
とっては、特定公益増進法
人として、従来通り、寄付
者が所得控除の特典を受け

す。当協会では、公益認定
を機に、意識改革とコンプ
ライアンス体制の一層の整
備を進めたいと考えていま

られる公益財団法人になる
以外の選択肢はありません

す。
公益認定の「副作用」と

でした。
して、これまでのように
公益財団法人の認定は、 「本部」
「支部」の呼称が使

がんホットライン

月〜日 午前10時〜午後6時

03−3562−7830

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。祝日を除く毎日午
前10時から午後６時。相談時間は20分までで予約は
不要です。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。

新制度のポイント
★主務官庁制度の廃止
★従 来以上に、組織の「透明性」
「公平性」や情報公
開が必要に
★「寄付行為」は「定款」と呼称が変わり、内容につ
いて法律で細かく規定
★理 事会、監事に加え、評議員会が必置機関となり、
それぞれの役割分化が明確に
★公益目的事業に認定されれば、これまで課税されて
いた事業も非課税に
★公 益財団法人は自動的に特定公益増進法人となり、
寄付者が所得控除を受ける等の特典を付与
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四季折々の風景、動植物・・・画像で心をいやしませんか
ウェブでの紹介本格化

「童謡『ゆうやけこやけ』」

「代弁者」

「a

face」

（いずれも癒し憩いネットワークのホームページより）

車窓から眺める浜辺や、 ん。画像を紹介する特定非
ビル街に沈みゆく夕日に、 営利活動法人「癒し憩いネ
ットワーク」の理事長でも
ふっと心が和むことはあり
ある。国立がんセンター
ませんか－ 。診療の第
一線を退いた一人の医師 （現国立がん研究センター）
が、全国各地を歩いて撮り
ためた四季折々の日本の美

放射線診断部長などを経て
九州がんセンター院長を務

しい風景などの画像を、ウ
ェブサイトで紹介する活動
を始めている。
「
『画像が持
つ力』で、日々のストレス

め、昨年、名誉院長になっ
た。
40年にわたる患者・家
族とのふれあいの中でさま

や病気への不安などを少し
でも和らげてもらえれば」

ざまな経験をしてきた。
何げなく窓に目をやり景

と話している。
この医師は、牛尾恭輔さ

色を見て和む人。回診の際
に肩に手をあて「お生まれ

癒し憩いネットワーク

はどこですか」とふるさと
の話をすると表情が穏やか

ボジア。アンコールワット
など、アジア各地へも出向

になる人……。
視覚が心に与える影響
は、何も、直接風景を目に

いて写真に収めた。
一つの山でも季節によっ
て見せる顔が異なる。
「とこ

するだけではない、記憶に
ある風景を引き出すだけで
も十分にその影響があると

ろによっては春夏秋冬、訪
ねました」と牛尾さんは振
り返る。

感じてきた。
「それが画像の持つ力、
なんです」と牛尾さん。ず

そして、撮りためた画像
は、提供してもらったも
の、スタッフが撮影したも

っと画像とかかわってきた
だけに、その「力」は理解
できた。

のも含めて静止画13万枚、
動画5000本。猫や犬、草
花、観光地、遊園地なども

がん患者・家族だけでな
く、日々、診療に忙殺して
いる医療従事者の Q O L

ある。
ウェブへのアクセスは全
国各地に及ぶ。海外からも

（生活の質）の向上させよ
うとも考え 、 2 0 0 7 年に
「癒し憩いネットワーク」

見に来ている。
そして今、癒し画像のパ
ネルやフォトフレーム、冊

を設立した。
学会や講演で、各地を巡
ってきた。その都度、風景

子、ポスターなどの貸し出
しも可能になった。例えば
フォトフレームは、海や山

を撮りためてきた。2006
年ごろからは三脚を忘れな
いようにした。
「その人の人生の原風景
を見せることでその後の過
ごし方が変わる。日本国中
の写真を撮りたい」と、北

のシリーズに加え、全国の
滝シリーズ、植物シリーズ
なども用意している。
癒し憩いネットワークに
は、日本対がん協会グルー
プの提携団体、福岡県すこ
やか健康事業団が支援をし

海道から沖縄まで出かけ
た。さらに中国・万里の長

ている。
ホームページはhttp://

城、敦厚、ウルムチ、カン

iyashi.midb.jp/

「フォトフレームの説明をする牛尾恭輔さん（左）＝九州がんセンター」

2010年11月1日		
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子宮頸がんワクチン接種者の登録を開始 日本対がん協会グループ提携団体

ウィミンズ・ウェルネス銀座クリニックの対馬院長の協力も

日本対がん協会は、グル
ープの提携団体の中で、子

ことから、現在のワクチン
で子宮頸がんの７割を防ぐ

ば、その人が検診を受
ける時期を迎えた際

宮頸がんワクチンの接種を
行っている団体の協力を得
て、ワクチン接種者の登録

ことができると期待されて
いる。
しかし、残る約３割は防

に、はがきや電話で連
絡することが容易にな
る。

を始めた。ワクチンと検
診。子宮頸がん予防にはこ
の二つが欠かせない。接種

ぐことができないとも考え
られる。ワクチンを接種し
た人が将来、どんな種類の

まず、今年度にワク
チンを導入した北海道
対がん協会、ちば県民

者が検診の時期を迎える
と、受診を勧めるのが主目
的で、ウィミンズ・ウェル

HPV 感染の危険性に遭遇
するかどうかは不明なこと
もあり、ワクチンを接種し

ネス銀座クリニック（東京
都中央区）も一緒に登録と
受診勧奨を進めていくこと
になった。

ても子宮頸がんの発症を予
防するには検診が絶対に欠
かせない。
ところが、ワクチンを接

総合保健協会の協力を
得てスタートした。両
協会とも、日本対がん協会
が協力を求めたところ、
「受

現在使われているワクチ
ンは、子宮頸がんの原因と
なるヒトパピローマウイル
ス（HPV）約 15 種類のう
ち、２種類をターゲットに
している。欧米での研究で
は子宮頸がん患者の約７割
からこの２種類が見つかる

種した人が「もう大丈夫」
と思いこんで子宮頸がん検
診を受けなかったり、受け
ようとしても忘れてしまっ
たりする心配もある。
今回の登録の主な目的
は、こうした「検診忘れ」
を防ぐこと。登録しておけ

現在接種に使われている子宮頸がんワ
クチン＝グラクソ・スミスクライン株
式会社提供

析する際にも役立つだろ

診者の健康を管理するうえ
で重要」などと協力してく
れることになった。

う」とみている。
日本対がん協会では、ウ
ィミンズ・ウェルネス銀座
クリニックの対馬ルリ子院

日本対がん協会では「こ
うした検診の勧奨は、ワク
チンの接種を行う検診機関
としては当然の役目。プラ
イバシーに配慮しなければ
いけないのは当たり前だ
が、将来的に子宮頸がんの
罹患が減ったかどうかを分

長に協力を求めたところ、
対馬院長も趣旨に賛同し、
一緒になって登録を進めて
いくことになった。
日本対がん協会は今後も
グループの提供団体や対馬
院長の協力を得ながら、登録
の輪を広げていく方針だ。

「ワクチンで高度な前がん病変の93%を予防」

GSKの子宮頸がんワクチンの開発責任者 マイケル・ザイアックGSKバイオロジカルズ副社長
れほどの高い効果は想定外
です」と話した。
ヒトパピローマウイルス

きるか、分析した。H P V
に感染しても多くは自然に
排除される。前がん病変に

効果の持続期間が５年間だ
ったとしても、初めての性
体験から５年間、という場

グラクソ・スミスクライ

（HPV）は100種類以上あ
ることが知られている。子
宮頸がんの原因になるのは
15種類ほど。同社のワク

なったとしても、元に戻る
ケースが少なくないが、
「CIN３」
という状態にまで
進むと
「元に戻るケースは

合を考えると子宮頸がんの
患者を減らすことにつなが
る」と話した。
さらに同社などが実施し

ンが開発した子宮頸がんワ
クチンで、かなり進んだ前

チンはそのうち２種類をタ
ーゲットに開発された。こ

30%以下」
（ザイアック氏）
といい、
「この93%という

ている臨床試験で短期的な
がら
「思春期前の子どもで

がん病変の93%の予防が期
待できることがわかった。
同社のワクチン開発の責任
者、マイケル・ザイアック

の２種類で子宮頸がん全体
の７割の原因となるとみら
れている。
しかし臨床試験の結果、

効果は安心できる結果なの
ではないか」
と話している。
またザイアック氏は、ワ
クチンの持続効果につい

は２回接種でも免疫を高め
る効果は３回接種と同等」
という結果が出ていること
に
「長期的な追跡が必要だ

G S K バイオロジカルズ
（ベルギー）副社長＝写真

この２種類以外にも子宮頸
がんを起こすHPVを予防す

て、
「臨床試験で実際に接
種した人を対象にしたケー

が、将来的には
（２回接種
にできる）可能性も考えら

＝が日本対がん協会のイン
タビューで明らかにした。
ザイアック氏は「論文発
表は来年初め」と前置き

ることがわかり、
「想定外」
の効果につながった可能性
が高い、という。
臨床試験では、
「CIN３」

スでは9.5年だが、一般的
には8.4年ということにな
っている」と述べた。その
うえで「分析では20年は

れる」
と話した。
今後の方向性として、
「従
来の手法と違ったタイプの
ワクチンを検討している。
よ

し、詳しいデータは明らか
にしなかったものの、
「こ

という、かなり進んだ前が
ん病変をどれくらい予防で

有効性が維持できるという
結果が出ている。ただ例え

り多くの種類のHPVに効
く可能性がある」
と述べた。
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「リレー・フォー・ライフ ジャパン 2010」が終了した。全国 20 カ所。2006 年に
茨城県つくば市で初めて開催してから４年目。急速に広がり、来年は 30 カ所に迫ろ
うとする勢いだ。夢、希望、願い、祈り……2010 年の各地の表情を写真で追った。

小さな 広 報 大 使 も 活 躍 ＝ 高 知

写真で見る リレー・フォー・ライフ ジャパン 2010

海の香漂う公園でのラップには
アグネス・チャンさんも参加した＝東京

でっかい大 腸モデルをく ぐって
大 腸がんの勉 強 ＝ 兵 庫

シーサーが悪魔を払いながら
サバイバーズラップを先導し
た＝沖縄

ルミナリエの脇にはそっと写真が
置かれていた＝広島

フラッグ作り。サバイバーたちが手形を押し
メッセージを寄せた＝静岡

−2010年の開催地−
○沖縄 北谷町陸上競技場 
○茨城 つくば市中央公園 

炎天 下 ︒ 周 回ボードを 何 度 も 更 新しながら余 裕の表 情の参 加 者 ＝ 福 島

はじける笑 顔 ︒ 雨 を 吹き飛ばす ︑
元 気いっぱいのスタート＝ 大 分

マメに検診を ! 願いを
託すキャラクターでチー
ム参加＝愛知

釣れた？ 楽しみながらの
がん啓発＝千葉

３月13～14日
５月22～23日
８月７～８日
８月28～29日
８月28～29日
９月４～５日

○当別
○室蘭

北海道医療大グラウンド 
道の駅・みたら室蘭横 

○宮城
○福島
○埼玉

富谷町役場前 
福島県立医大陸上競技場 
さいたま市農業者トレーニングセンター 

○静岡
○兵庫

御殿場陸上競技場 
芦屋市川西運動場・体育館 

○千葉

八千代市総合運動公園 

○埼玉
○愛知
○福岡

川越市水上公園 
岡崎中央総合公園 
国営「海の中道海浜公園」

○横浜
○広島
○高知

日産フィールド小机 
９月18～19日
広島女学院中学高校グラウンド  ９月19～20日
高知市城西公園 
10月２～３日

○愛媛
○徳島

松山市城山公園 
小松島しおかぜ公園 

○大分
○東京

大分スポーツ公園 
都立潮風公園 

９月11～12日
９月11～12日
９月11～12日
９月18～19日
９月18～19日
９月18～19日
９月18～19日

10月９～10日
10月９～10日
10月９～10日
10月９～10日
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「また来年」再会を誓い合って閉幕
リレー・フォー・ライフ ジャパン 2010
「リレー・フォー・ライフ ジャパン2010」
が10月９～10日に東京、徳島、愛媛、大分の
４カ所で開催されたのを最後に、終了した。３
月の沖縄に始まって７カ月間、開催場所は全国
20カ所に及び、多くのがん患者・家族、支援者

たちが、がん医療の進展・拡充から、互いの交
流など、命をつなぐたすきに未来への希望を込
め、
「また来年」、みんなで再開を誓い合った。
来年は今年を上回る場所での開催が計画されて
いる。

３年ぶりの東京
啓発テントでも様々なイベント
未来へつなごう、かなえ
よう、みんなの希（ねが）

が先頭に立って会場の潮風
公園まで歩いた。

く中も、雨は一向にやむ気
配をみせない。それぞれの

午前８時、大勢の人がリ
レー再開のために来場した

い――。３年ぶりの開催と
そして迎えた開会式。特
なった東京。会場となった
設ステージに立ってマイク
お台場の都立潮風公園（品
を握ったアグネスさんは
川区）には９日朝から多く 「私たちはがんをのりこえ
の関係者、ボランティアの
てきました。だからこの雨
人たちが集まり、あいにく
ごときでは負けない」と傘
の雨の中、テントを張って
をさして集まった仲間を勇
ブースを設けたり、ステー
気づけた。
ジを設営したりするなど、
サバイバーズラップで
「スタート」に向けて準備
は、アグネスさん、桜井さ
を進めた。
ん、そして日本対がん協会
東京でのリレーは、この
の垣添忠生会長、箱島信一
日隣接のアクアシティ・ア
理事長らが横断幕を手にと
クアアリーナ（港区）で、 り、
「ＨＯＰＥ」と大きく
厚生労働省が東京都、日本
書かれたゲートをくぐって

思いを書きこんだルミナリ
エで会場に「ＨＯＰＥ」の
文字を浮かびあがらせたも
のの、９日午後８時にイベ
ントは中断した。
翌朝も雨は残り、会場は
水浸し。
「もう誰もこないか
もしれない」と桜井実行委
員長は話しながらも、
「だ
けど一人でも会場に来てく
れる人のために準備をしよ
う」と指示し、各セクショ
ンも準備を始めた。

ものの、雨は降り続き、閉
会式をせざるをえなかっ
た。実行委員会のメンバー
もラストウオークに加わっ
て会場を一周。参加者は延
べ1800人と、予想の3000
人には届かなかったもの
の、東京のリレーは、雨に
よって、来年に向けて連帯
感を一層強めた形だ。

対がん協会と一緒に開催し
た「がん検診50％推進全
国大会」と連動を図った。
この大会の途中で、日本対

ウオークを開始した。
その後もステージでのイ
ベントのほか、啓発テント
では、大切な人を看取った

がん協会のほほえみ大使で
歌手のアグネス・チャンさ

家族への支援するグリーフ
ケアに関して、垣添会長が

ん、実行委員会委員長の桜
井なおみさんらが登場して
リレーのスタート式。２人

自身の体験を踏まえて説明
した。
こうしたプログラムが続

リレー・フォー・ライフの出発式。がん検診50%推進全国大会と連
動して開催された＝東京・港区

鮮やかなアーチとルミナリエが競演
徳島
「ひとりじゃないから…

の人たちとともに広場の草

決行した。

チの光が会場を浮かび上が

可能性、まだまだまだまだ
∞」と題されたリレー・フ

刈りをしてつくった会場
は、前日からの大雨でぬか

コースには、ＬＥＤの照
明を配したアーチが３つ設

らせ、参加者たちの心を癒
した。

ォー・ライフとくしまは、
例年通り、小松島しおかぜ
公園で開催された。
実行委員やボランティア

るんだものの、スコップで
水路を作り、ほうき、段ボ
ールを使ってたまった水を
排水路にかき出しながら、

けられ、参加チームが次々
にくぐり抜けた。夜になる
とコースに沿っておかれた
ルミナリエと鮮やかなアー

翌10日は青空に。元気
いっぱいに歩き、みんなで
記念写真をとり、
大会が無事
終えたことを祝福しあった。
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対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）

（7）

がんの基礎研究者と患者・家族・支援者の交流を
日本対がん協会のトークショー 垣添会長 中村・東大医科研教授 アグネス・チャンさん
東京のリレーでは「つな
がる」が大きなテーマだっ

学医科学研究所教授で、国
立がん研究センター研究所

いる基礎研究者。９月に大
阪で開催された日本癌学会

報が患者に提供されるのに
対し、日本ではほとんど提

た。患者同士、患者と支援
者、患者と医療者……中で
も、新たに試みられたの

長の中村祐輔さんに登場し
てもらった。中村さんは遺
伝子研究の世界的研究者

のシンポジウムでは、研究
者側から市民への理解を呼
びかけた。リレーでのトー

供されていない現状などが
話し合われ、「これから
徐々に改善に向かう」とい

が、がんの基礎研究者との
つながりだった。
日本対がん協会が担当し

で、今年１年だけでも研究
室から欧米の一流科学誌に
10本以上の論文を発表し

クショーは、それに応える
形で、
「画期的なこと」
（垣
添会長）になった。

う見通しが紹介された。
アグネスさんは「患者は
新たな治療法にかけたいん

たステージでのトークショ
ーには、垣添忠生会長、ア
グネスさんに加え、東京大

ている。最近はがんワクチ
ンの研究を続け、患者・家
族から大きな期待を集めて

トークショーでは、アメリ
カでは、がん治療の中で日
常的に新薬の臨床試験の情

です」と期待感を込めたの
に対し、
中村さんは
「基礎研
究者がこういう場に出てき
て、自分たちの研究の
ことだけでなく、がん
のことをもっと患者さ
んや家族の方々に理解

アグネス・チャンさん、
垣添忠生・日本対がん協会長
（右から２人目）
、
中村祐輔・東京大学医科学研究所教授
（右端）
の
３人が患者と研究者の協力をテーマに討論した。
（左は司会進行の小西宏・対がん協会マネジャー）

大分では5000人
時に「渋滞」も

国内最大規模のリレー

今年３回目を迎えた大分
のリレーは大分市の大分ス
ポーツ公園・芝生広場で開

を手にコースを歩き続けた
が、時に「渋滞」が起きて
しまうほど。特設のステー

催された。参加チームが
64、参加人数は延べ5000
人と、国内最大規模のリレ
ーとなった。各チームは、

ジではサバイバーが自身の
体験を語ったり、踊りや歌 「リレー・フォー・ライフ
が披露されたりするなど、 について、その趣旨や経
緯を丁寧に説明し、何を
楽しみにながら、がんにつ
いて考える24時間になった。 してもらいたいかをお願
いして、理解と協力を求
国内最大規模のリレーが
めてきた」
という。
成功裡に終えることができ

自分たちで作った旗や、
「あなたらしく」などとの
メッセージを記した横断幕

してもらう必要がある。
研究者と患者さんが協
力しなければ新たな薬
は出てこない」と話
し、
来年のリレーには、
学会としてもブースを
設けて患者さんたちと
の協力関係を築きたい
との考えを見せた。

たのも、多くの市民、企業
の人たちの協力・協賛があ
ってこそのこと。実行委員
長の平野登志雄さんは

一人ひとりの思いのたす
きリレーが見事に開花した
大分大会だった。

温もりいっぱいのルミナリエ

リレーの基本に忠実に
初開催の愛媛
「いのちのリレー、あな
たから私へ、私からあなた

山市の城山公園ふれあい広
場で開催された。

あうために寄付を募る。
そんなリレーの基本に

愛媛も徳島と同様に雨の
中での開催になったもの

へ、想いと希望をたすきに
こめて」のキャッチコピー
のもと、愛媛では初の開催

たすきをつなぎながら歩
き、がんについて学び、が
んに向き合った仲間を偲

のっとっての開催に、医
療者や若者たちがたくさ
ん集い、会場は華やぎ、

の、山上にライトアップさ
れた松山城の雄姿が参加者
を勇気づけてくれている気

となったリレー・フォー・
ライフ2010 in えひめは松

び、様々なイベントで楽し
み、そして、みんなで支え

にぎやかな雰囲気に包ま
れた。

がした。

（8）
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ピンクリボンフェスティバルに多くの人が集う
好評の乳がん検診無料クーポン券
ピンクリボンスマイルウオーク出発式。
笑顔でスタートする山田邦子さん（左から３人目）ら＝東京ミッドタウン

対がん協会

人リボンムーブ
メントの女子大
生たちと一緒に
道行く人にチラ

が、愛知県がんセンター中
央病院の岩田広治・乳腺科
部長を交えて、早期発見の
大切さを訴えた。

シやピンクリボ
ンピンバッジ、

17日には神戸でピンク
リボンスマイルウオーク。

リストバンドを
配布して検診の
大切さを訴え
た。

５キロコースに2 1 0 0人、
10キロに1900人が参加し、
秋晴れの港町の散策を楽し
んだ。ウオークから戻った

翌２日には東
京・六本木の東

人たちは、とくしまブレス
トケアクリニックの笹三徳

乳がんの征圧をめざすピ
ンクリボン月間10月の中
心的なイベント、ピンクリ
ボンフェスティバルが今年
も各地で盛大に開催され
た。ピンクリボンフェステ
ィバルの事務局が朝日新聞
社から日本対がん協会に移
管されて初めて迎えたピン

した乳がん検診の無料クー
ポン券の抽選にも多くの人
が参加するなど、乳がんへ
の意識が高まった１カ月だ
った。
幕開けは10月１日正午。
東京・有楽町マリオン前
で、日本対がん協会ほほえ
み大使のアグネス・チャン

京ミッドタウン
をスタート・ゴ
ールに、ピンク
リボンスマイル
ウオークが開催
された。昨年と
うってかわっての晴天の
下、６キロコースに3400
人、1 1 キロ
コ ー ス に
2 8 0 0 人が参
加。都心部を
めぐってゴー
ルした後は、
ゲストの山田

クリボン月間。シンポジウ
ムやスマイルウオークには
例年以上の人たちが集っ
た。日本対がん協会が発行

さんがピンクリボン月間の
街頭キャンペーン。子宮頸
がんとともに乳がんの啓発
活動に取り組む一般社団法

邦子さん、バ
イオリニスト
で作曲家の川
井郁子さんら

院長らと一緒に乳がん治療
について考えた。
30日の仙台では1800人
が５キロコースを、1100
人が10キロコースに臨み、
ゴールの後には、東北大学
大学院の大内憲明教授らの
トークに耳を傾けた。

神戸での出発式も多くの人でにぎわった

行政の対策を民間の立場から補完

対がん協会の乳がん検診無料クーポン券
東京、神戸、仙台各会場で、日本対がん協会は希望者に抽選で乳がん検診無料クーポン券をプレゼントした。これ
までに検診を受けたことのない人を中心に希望を募ったところ、東京では約50人、神戸で約80人、仙台では約40人が
申し込み。それぞれ22人、35人、33人に贈った。
「ピンクリボンと言えば乳がん征圧」ということが市民に根付いてきたものの、征圧に欠かせない乳がん検診の受診
率は思うように伸びていない。昨年度から国が年齢を区切って、乳がん・子宮頸がんの無料検診クーポン券の配布
（今年度は自治体も負担）を始め、配布された年齢での受診者数の増加がみとめられている。
日本対がん協会では、ピンクリボンフェスティバルの事務局が移管されたことを受け、啓発団体であり、グループ
の提携団体が検診機関であることなどから、こうした行政の動きを補完しようと、今年、無料クーポン券の配布を始
めた。

