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主
な
内
容

４、５面　子宮頸がんワクチン接種　公
　　　　　費助成
６面　黒川利雄がん研究基金の助成金
　　　募集
７面　子宮頸がん啓発ウオークに500人
８面　プロジェクト未来始動へ　RFL

１部70円（税抜き）

　無料クーポン券効果で子
宮頸がん・乳がん検診受診
者が増え、見つけたがんも
増加したことが、日本対が
ん協会の「2009年度がん検
診の実施状況」で明らかに
なった。グループの提携団
体の協力を得てまとめた。
全体の受診者は延べ1173
万7245人で、08年度より
46万3999人増えた。この
二つの検診受診者の増加が
総受診者を押し上げた。
　09年度の子宮頸がん検
診の受診者は145万7009人
で、08年度より18万7945
人、14.81%増えた。要精
検は１万4519人で、精検
受診率は81.6%だった。
　見つかったがんは947
人。08年度より274人、
40.7%増えた。がん発見率
は0.07%で0.01ポイント上
がった。内訳は、上皮内が
ん676人、浸潤がん255人。
発見率は各0.05%、0.02%
で、上皮内がんが0.01ポイ
ント上がった。

　乳がん検診の受診者は
132万9136人で、08年度よ
り22万7044人、20.6%増え
た。要精検は８万4482人
で、精検受診率は86.5%だ
った。
　見つかったがんは2966
人で、550人、22.8%増え
た。がん発見率は0.22%。
08年度と同じだった。
　受診者が増え見つかった
がんも増加したのは、無料

　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。

がんホットライン  月〜日  午前10時〜午後6時
03−3562−7830

度の発見は5019人で発見
率は0.38%。08年度（3608
人、0.31%）より、発見率
が0.07ポイントも上がり、
統計の残る1974年以降で
最も高くなった。
　乳がんでは、子宮頸がん
のような顕著な傾向は明ら
かではないが、若い世代の
受診者が増加していること
から早期発見が多かったの
ではないかと推察される。

クーポン券の効果だ。対が
ん協会が昨年５月に実施し
た調査では、無料クーポン
券の配布で若い世代が増え
たことがわかっている。
　子宮頸がんの場合、上皮
内がんの発見率が増えたこ
とを考えると、無料クー
ポン券が早期発見につな
がったことがうかがえる。
「異型上皮」では、この傾
向がさらに強まる。09年

子宮頸がん・乳がんの発見増加　無料クーポン券で受診者増
総数も08年度より46万人増え1200万人に近づく

受診者が減少した08年度から一転、09年度は７部位で受診者が増え、全体では前年度より4.12％の高い伸びとなった
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　2010年11月の臨時国会で、子宮頸がんワクチンなどの接種に対し、国が費用の２分の１を助成する「子宮頸がん等ワ
クチン接種緊急促進臨時特例交付金」が可決され（11月26日）、成立した。子宮頸がんワクチンの接種の対象は、中学１
年から高校１年の最大４学年で、接種事業を行う市区町村が任意で選べる。例外として小学６年を含めることもできる
が、この場合も最大で４学年に限られる。

回目が同日以降であれば、
対象に含まれる。

府県側に助成を申請し、基
金から接種費用の２分の１
が賄われる。ワクチンの接
種費用として総額2159億
円が盛り込まれた（事務費
11億円を含めた総事業費
は2170億円。うち国庫負
担分は1085億円）。このう
ち子宮頸がんワクチンには
687億円をあてる。

１回目を受けていた場合
は、この１回目の接種は対
象外になるが、２回目、３

子宮頸がんワクチンなどの接種への助成　国の交付金が国会で承認
都道府県に基金設けて実施

　対象となるワクチンは、
子宮頸がん予防（HPV）
ワクチン、ヒブ（インフル
エンザ菌b型）ワクチン、
小児用肺炎球菌ワクチンの
３種類。
　これらの予防接種を促進
するための基金を都道府県
に設け、都道府県からの申
請に基づいて国が基金に交
付する。市区町村は、都道

【子宮頸がん　ヒブ　小児用肺炎球菌】

【公費カバー率は90%】

象外の場合には公費で助成
されないことになる。た
だ、市区町村は柔軟に運用
することができ、例えば少
し自己負担を求めて公費に
よる負担率を下げ、対象学
年の生徒全員に接種するこ
とも可能になっている。

　いずれのワクチンも公費
でカバーされる割合（公費
カバー率）は90%。厚生労
働省は、予防接種制度や児
童手当のカバー率（対象児
童のいる世帯の９割）など
を踏まえて積算した、とい
う。つまり、児童手当の対

【接種１回あたり16000円弱が基準　子宮頸がん】

て２分の１を負担する。市
区町村が、「１回あたり2
万円、３回で6万円」とい
う値段で医療機関と契約を
した場合は、１回につき
4000円強を除いた額で算
定される。

　「２分の１」は、接種に
かかる費用がいくらであっ
てもその２分の１を負担す
る、ということではない。
接種について国は１回あた
り16000円弱（税込）を基
準と考え、それを上限とし

【基金は2012年３月まで】

る。また、医薬品医療機器
総合機構（PMDA）によ
る医薬品副作用被害救済制
度があることも、医療機
関、接種者に対して周知す
ることが求められる。

　今回の助成を受けるため
に市区町村は、予防接種に
よる事故への補償を含む保
険に加入することや、副反
応の報告体制が整備されて
いることが要件になってい

「高１から始めできる限り下の学年に」

【欠かせない副反応への備え】

何も手立てをとらない場
合、その後に「対象学年」
になる子どもに対し、著し
く公平を欠くことになる。
　今回の基金による助成に
関して、より多くの対象者
に接種をしようとするなら
ば、財政状況を考えながら
「高校１年生から可能な限
り（４学年の範囲で）学年
を下げて」接種の対象と
し、2012年度からは、少
なくとも、その最下限とな
った学年だけでも公費によ
る接種を進めていく−こ
とが求められる。
　国が対象に含めている
「高校１年生」が除外され
た場合、キャッチアップの
意味が減ずるだけでなく、
彼女たちの「助成を受ける
ことができたはずの権利」
が、守られないことにもな
りかねない。
　市区町村が接種の対象者
を決める場合、専門家の意
見を聞きながら慎重に対応
することが欠かせない。

　今回の特例交付金で、子
宮頸がんワクチン関して国
が「標準的パターン」とす
るのは、「中学１年生（13
歳相当）」で、「中学２年生
（14歳相当）〜高校１年生
（16歳相当）」をキャッチ
アップと位置付けている。
加えて例外的に「小学６年
生（12歳相当）」も対象に
含まれている。
　この年代の中で「最大４
学年」を対象にすることが
できる。「小学６年、中学１
〜３年」を対象にしても、
「小学６年」を対象にして
も、それは市区町村の裁量
に任されている。
　この基金の存続期間は来
年度末まで。延長されるか
どうかは、今の段階ではわ
からないし、仮に延長され
たとしても、対象が現行の
ままかどうかも、もちろ
ん、不明だ。ただ、基金の
存続期間が過ぎた後、それ
に代わる制度を国が設け
ず、都道府県や市区町村が

　子宮頸がんワクチンは、
半年間に３回接種する。今
年度に事業を始めた場合
は、年度内に接種が終わら
ない。このため、2011年
度（平成23年度）に２回
目、３回目を受けた場合も
適用される。
　2010年11月26日以前に

　基金の設置は、2010年
11月26日から2012年３月
31日（平成23年度末）ま
で。多くの都道府県では、
2011年の３月に補正予算
で基金を設置することにな
るとみられが、今回は
2010年11月26日に遡って
適用される。
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Q　基準単価の積算内訳について、詳細を示してほしい。
A　	ワクチンの実勢流通価格に、①問診料（診療報酬の初診料相当額）②注射実施費（診療報酬の注射料及び生物学的製
剤注射加算相当額）③事務費を足した額に、消費税を加えた。

Q　接種費用を市町村または都道府県域で一律に設定することは可能か。独占禁止法に違反しないか。
A　	接種事業の公平性を確保する等の政策目的のため、市町村内において、接種費用を一律に設定することについて、直
ちに独占禁止法に抵触することはないと考えています。市町村の合意のもとに都道府県内で一律の接種費用を設定す
ることも同様です。各地域の医師会との十分な協議をお願いします。

Q　	補助対象となる事業は、医療機関に委託して行う方法となっているが、市町村が接種を委託する場合、多くは郡市医
師会に委託するため、被接種者が他市町村の医療機関で接種を希望する場合、委託契約を締結するまで補助できない
ことになる。

Q　	接種ごとに異なる医療機関と委託契約する場合、事務の繁雑さに加え医療機関が受託しない場合や契約事務の間に対
象年齢を超え補助を逃すことも想定される。

Q　委託契約を行わずに償還払いをする方法は、補助対象として認められないか。
A　	被接種者に必要な予診を行い、副反応や健康被害救済について説明頂くこと、副反応が生じた場合の報告を提出頂く
こと等を契約に基づいて実施して頂くため、委託契約を行うことを要件としています。その内容が補償されない償還
払いは補助の対象となりません。

Q　	現在の子宮頸がん予防ワクチンはサーバリックス（２価ワクチン）だが、今後ガーダシル（４価ワクチン）が承認さ
れた場合、この接種も助成事業の対象となるか。補助単価も示されるか。

A　	現時点で未承認ワクチンについて明確な回答はできません。新たなワクチンが承認された場合に事業の対象とするか
どうかについては、そのときに示します。

Q　	公費接種対象者が当該年度に①医療機関において接種不可と診断された②自己都合（海外研修等）により接種しなかっ
た−ことで、当該年度に接種ができなかった場合で、次年度（接種対象期間外）に接種した場合、公費助成の対象
となるか。

Q　（例）高校１年生の女子が子宮頸がんワクチンを上記理由により接種できず、次年度（高校２年生）に接種した場合など
A　②の自己都合の場合は対象とはならないが、①は対象とすることができます。

Q　	助成対象は、住民基本台帳法に基づき各市町村の住民票に記載されている者又は外国人登録法により登録されている
者でよいか。

A　	「ワクチン接種緊急促進事業実施要領」の第２に定める接種対象者の範囲内で、市町村での判断になるので、貴見の
とおりで差し支えありません。

Q　予防接種券の送付などの接種勧奨を行うのか。勧奨の具体的方法を。
A　	法律に基づく接種ではないため個別通知等の積極的な勧奨を求めているものではないが、市町村は積極的に広報して
ほしい。個別通知を実施しても差し支えありません。

Q　接種者の履歴を、例えば予防接種台帳に準じるもので管理する必要があるか。接種者が市外に転出した場合は。
A　	被接種者数を報告してもらうことにしているので、台帳等での管理は必要だと想定されます。転居者は、実施主体も
転居先に変更されるので必要に応じて情報共有を。

　「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金」に関して、厚生労働省が作成した質疑の抜粋は次の通り。
詳しくは　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/other/dl/101209j.pdf　で。

子宮頸がんワクチン接種の公費助成Ｑ＆Ａ
（厚生労働省の質疑応答集から抜粋、子宮頸がんワクチンのみ）
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　宮城県対がん協会は、「黒川利雄がん研究基金」の
2011年度の助成希望者を募集している。がんの予
防・早期発見に関する新技術の開発を支援するもの
で、助成金額は１件あたり100万円を限度に総額220
万円を予定している。
　対象分野は、①がんの疫学および集団検診に関す
る調査・研究・開発②がんの早期発見および治療に
関する調査・研究・開発。
　応募は、個人（50歳未満）だけでなく、団体もでき
る。宮城県対がん協会の理事もしくは、応募をしよ
うとする個人・団体の所属する機関や組織の所属長の
推薦が必要。
　応募方法は、宮城県対がん協会のホームページ
（http://www.miyagi-taigan.or.jp/）から申請書類
をダウンロードし、記入の上で、〒980-0011仙台市
青葉区上杉５-７-30　宮城県対がん協会「黒川利雄が
ん研究基金」事務局あてに郵送する。申請書類は、
はがき、ファクス（022-263-1548）で取り寄せること
もできる。電話は022-263-1525。
　締め切りは３月末。基金の運営委員会が審査して
５月に結果を発表、６月に助成金を交付する。
　この基金は宮城県対がん協会の初代会長、黒川利
雄博士の遺志を受けて1989年に創設された。2010年
年度までに92人に対し、6030万円を助成している。

　社団法人日本プロゴルフ協会（PGA）の松井功会長らが
昨年12月16日、日本対がん協会（垣添忠生会長）を訪れ、
「乳がんをなくす　ほほえみ基金」に200万円を寄付した。
　PGAと富士フイルムなどが、昨年11月にPGAシニアツ
アーとして千葉市の平川カントリークラブで開催した「富
士フイルムシニアチャンピオンシップ（略称・富士フイル
ム選手権）」を通してのチャリティー。今年で３年目にな
る。ゴルフ場に乳がん検診車を配置し、トーナメント観戦
の合間に検診も実施した。
　松井会長と富士フイルムの井上京一宣伝部長に垣添会長
から感謝状が贈られた。垣添会長と歓談した松井会長は、
「これからもスポーツを通じて社会貢献をして行きたい」
と語った。
　PGAと富士フイルムなどは、ジュニアゴルファーの育
成や、福祉活動への寄付などの社会貢献も行っている。

黒川利雄がん研究基金
がん予防・早期発見に向けた研究公募

　若い世代に子宮頸がんの
ことを伝えようと、日本対
がん協会は啓発用のDVD
制作を進めている。国が思
春期の子どもを対象に、子
宮頸がんワクチン接種を進
めようと、公費による助成
を決めるなど、子宮頸がん
をめぐるニュースがマスコ
ミで報道される中、子宮頸
がんの基本的な情報を提供
し、検診を忘れずに受けて
もらう狙い。完成すればグ
ループの提携団体などに無
償で配布する予定。
　DVDは、子宮頸がんと
いう名前は知っていても、
それが自分たちの世代に関

もあって、同世代の活動を
共感して見てもらえるよう
にしたい考え。
　監修は、自治医科大学附
属さいたま医療センターの
今野良教授（産婦人科）に
依頼している。

係する病気とは知らなかっ
た女子大生たちが、学び、
そして学んだことを伝えよ
うと活動している−とい
う内容。女子大生リボンム
ーブメントの活動を通じて
啓発する。
　リボンムーブメントは、
12月にも、神奈川県教委、
日本対がん協会と一緒に、
同県横須賀市の県立追浜高
校で、保健委員の生徒たち
約30人を対象に、「出前授
業」を行い、その場面を
DVD用に収録した。
　同校の生徒たちは、学生
から聞いたり、自分たちで
ディスカッションしたりし

たことを保健便りで全学級
に知らせる、という。
　がんの啓発DVDという
と、医師の講義や、病気の
説明など、解説調のものが
多かった。今回は、対象を
20歳前後にしていること

今年も日本プロゴルフ協会から
対がん協会・ほほえみ基金へ寄付

垣
添
会
長（
左
）に
寄
付
を
贈
る
松
井
功
・
日
本
プ
ロ
ゴ

ル
フ
協
会
会
長（
右
）と
、井
上
京
一
・
富
士
フ
イ
ル
ム

宣
伝
部
長（
中
央
）

高校生への「出前授業」の様子をDVDに収録。高校生たちは、リボン
ムーブメントの学生に熱心に質問していた＝2010年12月７日、横須
賀市の神奈川県立追浜高校

子宮頸がん啓発DVD　年度内の完成目指して撮影進む
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　歩いて健康づくりを、そ
して子宮頸がんを啓発しよ
う−子宮頸がん啓発ウオ
ークが昨年11月23日、東
京都渋谷区代々木３丁目の
文化女子大学をスタート・
ゴールに開催された。同大
学の協力で日本ウオーキン
グ協会が主催し、女子大生

思います。参加者の方々が
ゴールする頃には、雨もあ
がって秋の日差しも射し、
ウォーキングイベントとし
ても、子宮頸がん啓発イベ
ントとしても、大変素敵な
イベントでした。そして、
参加した人たちが、参加し
なかった人、一人でもいい
から子宮頸がんのことを伝
えてくれると、本当に素敵
な社会につながると思いま
した。

リボンムーブメントなどが
共催、日本対がん協会など
が後援した。
　前夜からの雨が残るあい
にくの天気だったものの、
明治神宮などをめぐる６キ
ロと10キロの二つのコー
スに約500人の市民らが参
加。子宮頸がん啓発のシン

リーしている光景も見られ
ました。とくに友達同士、
笑顔で参加証のティール・
アンド・ホワイトリボンを
あしらったワッペンを貼り
あっている姿を目にしたと
きは、感激しました。
　女性特有のがん、子宮頸
がんというテーマでありな
がら、幅広い層の方々に参
加していただけたのは、ウ
ォーキングイベントという
形式であったからこそだと

　子宮頸がん啓発ウオーク
が開催された当日（昨年
11月23日）は、早朝から
怪しい空模様で、受付開始
と同時に、ついに雨が降り
始めてしまいました。加え
て、昨晩からの冷え込みで
身を切るような寒さ。参加
する人がいるのだろうかと
不安を感じながら準備を進
めました。でも、受付を始
めると、次第に参加者たち
が増えはじめ、リボンムー
ブメントの仲間と忙しく手
続きのお手伝いをしまし
た。
　講演会は、鈴木光明先生
が子宮頸がんについて分か
りやすく講義され、また仁
科亜季子さんのご自身の経
験をもとに予防の大切さを
お話になり、大変充実した
内容でした。
　会場が体育館だったこと
もあり、懐かしさを感じさ
せるような手作り感あふれ
る会で、終始和やかな雰囲
気でした。私たちリボンム
ーブメントも活動報告と想
いをお話させて頂き、「参
加者のみなさん一人一人が

周りの人たちへ話すこと」
の大切さを伝えました。話
を聴きながら、しきりとう
なずく方も多く、とても嬉
しく感じました。
　ウオークには幅広い年齢
の人たちが参加されまし
た。一人で参加した人、ペ
アで仲良く歩く人たち、そ
してグループで話しながら
景色をみやる人たち……中
には部活動のメンバーや家
族皆で仲よさそうにエント

500人が参加して子宮頸がん啓発ウオーク
文化女子大をスタート・ゴールに開催

一人ひとりが周りに伝えることの大切さ訴え
リボンムーブメント　　　　宮澤幸希子（清泉女子大学２年）

子宮頸がん啓発ウオークの受付をするリボンムーブメントの学生たち（右から２人目が筆者）

りながら予防の大切さを訴
えた。自治医科大学の鈴木
光明教授（産婦人科）が
「子宮頸がんは検診とワク
チンで予防できる」と題し
て講演。リボンムーブメン
ト代表の鈴村沙織さん（慶
応義塾大学３年）が自分た
ちの活動を報告した。

ボルマークのティール・ア
ンド・ホワイトリボンをか
たどったゼッケンをつけ、
バンダナをまいて鮮やかに
色づいたイチョウ並木など
を愛でながら歩いていた。
　特別講演会も開催され、
俳優の仁科亜季子さんが、
自身の子宮頸がん体験を語



（ 8 ） （第三種郵便物認可）	 対 が ん 協 会 報 2011年1月1日

　新薬研究への助成や、基
礎研究者と患者の交流をめ
ざす「プロジェクト未来」
が、リレー・フォー・ライ
フ（RFL）を舞台に始動す
ることになった。2010年
12月12日に東京・有楽町で
開催されたRFL2010終了
会議で了承された。リレー
に寄せられた寄付をもと
に、がん医療に「希望の種」
をまくプロジェクト。全国
実施事務局のメンバーは
「米国のRFLの寄付が新薬
グリベック誕生の一助にな
った。日本でも画期的な新
薬の誕生につながる研究を
支援したい」と話している。
　プロジェクト未来は四つ

ひらくことに積極的にかか
わっていこうという強い意
志が込められている。現に
医療を提供する医療者との
協力関係だけでなく、がん
の基礎研究者との連携も欠
かせない。
　基礎研究者の中には、患
者のために、という意識が
希薄な研究者もいると指摘
される。RFLの参加者た
ちが基礎研究に目を向ける
ことで、研究者側にも緊張
感をもって研究に取り組も
うという意識が芽生えるこ
とにもつながる。プロジェ
クト未来は、日本の研究環
境を大きく変える可能性を
秘めている。

の柱からなる。まず、RFL
を医療者だけでなく基礎研
究者を交えて患者・家族・
支援者との交流の場とす
る。当面は、日本癌学会、
日本癌治療学会、日本臨床
腫瘍学会など、がん研究・
医療にかかわる学会との連
携を深める。
　二つ目は、各地の大学な
どの研究機関に所属するが
んの基礎研究者を招いた
「一からわかるがん研究」
といったミニセミナーを各
地で開催し、がんに対する
一般市民の理解を深め、研
究の大切さを訴える。三つ
めが、各地のRFLに基礎
研究者にも参加してもら

い、医学研究の最前線をテ
ーマに講演・トークショー
を開催し、啓発する。
　そして四つ目が、研究へ
の助成だ。米国ではRFL
で集められた寄付をもとに
した助成先の研究24人の
ノーベル賞学者が生まれて
いることや、慢性骨髄性白
血病の治療を大きく進めた
グリベックの誕生につなが
っている。
　全国実施事務局と対がん
協会では2011年早々から、
プロジェクト未来の具体化
に向けた検討を始める。
　プロジェクト未来のめざ
すものは、「希望」だ。そ
のために将来の医療を切り

　終了会議には2010年に
開催された20地域のうち、
沖縄を除く19地域の実行
委員42人や、全国実施事
務局ボランティアスタッフ
ら計60人が参加。RFLと
がん研究との連携などにつ
いて討論した。
　日本対がん協会の箱島信
一理事長の挨拶に続いて各
地の実行委員が自己紹介し
ながら開催報告。その後、
今年は５月に開催を予定し
ている茨城・つくばが
「RFLジャパン2011」のキ
ックオフになること、その
つくばでRFLが本格的に
日本でスタートして５周年
になることから記念の大会
とすること、アメリカ対が
ん協会（ACS）の講習会
も実施することなどが話し
合われた。
　さらに寄付の集め方や実
行委員会の運営のあり方、

介。「疑問を解くかぎは遺伝
子、ゲノムの働きです」な
どと話した。
　薬と遺伝子の関係など最
新の研究をはじめ、予算な
ど日米の研究環境の違いを
紹介しながら、課題を提
示。それを解決しようと国
が検討している「医療イノ
ベーションセンター構想」
について説明した。その
後、自身が取り組むがんワ
クチンの研究について話し
た。

参加チームをどのようにし
て増やすか……などについ
て意見が交わされた。
　2010年に開催された
RFLで計36000人が集い、
日本対がん協会への寄付が
約2800万円にのぼること
も報告された。
　2011年の開催は約30カ
所になると見込まれ、さら
に多くの人が集うイベント
になりそうだ。

◇
　終了会議では、東京大学
医科学研究所の中村祐輔教
授が「日本の癌分野におけ
る研究・開発の課題」と題し
て講演した＝写真。RFL
と研究者との連携を図る試
みとして初めて企画され
た。中村教授が分かりやす
い言葉で丁寧に説明してく
れたこともあって、参加者
たちは「勉強になり、希望
がもてた」などとの感想を

話していた。
　もとは消化器外科医だっ
た中村教授は「なぜ、がん
ができるのか、大きな疑問
だった。それに治療をして
も再発する人がいるし、抗
がん剤でも効果のある人、
ない人がいる。副作用も強
い人、そうでない人があ
る。どうしてなのか」疑問
に感じたことから基礎研究
の道に入り、米ユタ大学に
留学してがんと遺伝子の研
究に取り組んだことを紹

RFL2010年終了会議

「プロジェクト未来」始動へ　ＲＦＬ


