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主な内容

４面 リレー・フォー・ライフ始まる
５面 米国がん専門病院での研修医募集
６面 ほっとらいんに8844件のがん相談

公益財団法人 日本対がん協会
〒100−0006 東京都千代田区有楽町２−５−１ 有楽町センタービル（マリオン）13Ｆ
☎（03）5218−4771 http://www.jcancer.jp/

2010年度集計

７面 新会長に門田氏 がん対策協議会

「若者への啓発は学生が主役」
リボンムーブメントの活動が国際学会で高い関心

対がん協会の子宮頸がん啓発キャンペーン
日本の女子大生たちの子 「啓発をする人への教育」
宮頸がん啓発活動が、ポル
と題されたワークショップ
トガル・リスボンで５月８
で紹介された。同専門家会
～11日に開かれた国際学
議実行委員長の今野良・自
会で紹介され、高い関心を
治医大さいたま医療センタ
呼んだ。日本対がん協会の
ー教授（産婦人科）が、日
支援で同世代や高校生に向
本の子宮頸がん対策の歴史
けて「出前授業」などを行
と現状を発表した。
う「リボンムーブメント」
1950年代という非常に
の活動。若者への啓発は各
早い時期に検診が始まり、
国共通の課題で、日本の女
普及するにつれて死亡率が
子大生の活動が一つのヒン
下がってきたことを、グラ
トを示した形だ。
フを示して説明した。
WACC
（Women Agai
しかし、受診率がとくに
nst Cervical Cancer） 低い若い世代の死亡率が近
Forumと呼ばれ、子宮頸
年、上がっていると指摘。
がんに関する欧州の学会 「地域、学校、家庭に向け
EU RO GI Nと一緒に開か
たシンプルな健康教育が重
れた。WACCには36カ国
要だと考えている。大人に
から40以上の啓発団体が
なったら検診を受ける、ワ
参加。3 9人が発表した。 クチンは子どもと大人の双
日本からは子宮頸がん征圧
方に接種する、ということ
をめざす専門家会議、北海
です」
と話した。
道で女性がんの啓発を行う
続いて対がん協会の小西
一般社団法人ピーキャフ・
宏マネジャーがまず、対が
PCAFなどが出席した。
ん協会について、1958年
対がん協会の取り組みは
に誕生した民間団体で、啓

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。

対がん協会の子宮頸がん啓発キャンペーンが紹介されたセッション

発、検診、患者支援を行っ
ていると説明。
「20代の日
本人女性の検診受診率が低
いのはなぜか。子宮頸がん
のこと、検診のことを知ら
ないからです。日本の中
学、高校で教えられていな
いんです」と話した。
対がん協会の呼びかけを
きっかけに、子宮頸がんを
学ぶ女子大生らの集まりが
でき、リボンムーブメント
という一般社団法人になっ
たことを紹介。
「著名な医師
の説明に無関心な若者も、
お姉さんのような人には耳
を傾けてくれる」
と話した。
神奈川県教育委員会と一
緒に県立高校で「出前授
業」を行っていることや、
女子大生向けに、ライフプ

ランを考える中で年代に応
じて増えるがんがあること
を学ぶワークショップなど
の活動を紹介し、
「近い将
来、検診受診率がきっと上
がる」と結んだ。
「なぜ日本ではがんのこ
とが教えられていないの
か」
「高校生からどんな質問
が出るか」
「活動の費用は」
……。アドボカシー活動に
取り組む各国の医師や市民
団体メンンバーから質問が
相次いだ。
リボンムーブメントの三
ツ木あかねさん（慶應義塾
大学３年）も会場から質問
に答えた。最後に参加者か
ら拍手と「素晴らしい活動
だ」という声が上がった。
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検診・ワクチン

欠かせない
「登録」

公衆衛生行政の基本

公衆衛生の基本はフォロ
ーアップと評価、そして政
策への反映− ５月８～
11日にポルトガル・リスボ
ンで開かれたEU ROG IN
で、
欧米の一線の研究者に
よる研究発表や討論を聞い
て、改めて強く感じた。検
診でもHPVワクチンでも、
効果や安全性を科学的に評
価して「次」にいかす。そ
のために欠かせないのが
「登録」だ。日本で何がで
きるか、宿題を背負わされ
た気がした。
（日本対がん協会
マネジャー 小西宏）

● 英のコホート
リスボンの国際会議場で
開催されたEUROGINの
セッションで、英厚生省の
ワクチン部門の責任者が１
枚のスライドを映した。
14～15歳 30万5232人
１回目77.5％
２回目75.2％
３回目68.5％
こういう数字が15～16
歳、
16～17歳、
17～18歳と
続く。
英国のHPVワクチン
接種に関するコホートだ。
英国は2008年、12～13
歳にHPVワクチンの定期
接種を始め、09～10年に
かけて15～18歳にも接種
した。その対象人数と、接
種回数の割合が示されたの
だ。
各グループをフォローし
ていくと……高い検診の受
診率と相まって「病変」発
症状況の変化ぶりが分析で
き、ワクチンの効果が実際
の公衆衛生行政の中で確認
できる。

欧州疾病予防管理センタ
ー
（本部・ストックホルム）
の上級研究員は安全性に関
して「ワクチン接種によっ
て何が起きているのか、す
ぐに把握できるリアルタイ
ムモニタリングの仕組みが
必要だ」と指摘した。
研究員は、百日咳ワクチ
ンと乳幼児突然死症候群が
関係あるのでは、という誤
った情報が流れ、フランス
で接種率が大幅に低下した
ことを例に、
「ワクチンの
副反応と似た症状をきたす
病気の自然の発症率を知っ
ておくことが重要だ。ワク
チン接種後の有害事象の発
生ぶりと比べ、差があるの
かどうか判断できる」と課
題を示した。そのために
「一般の人たちを対象にし
た疫学的、統計学的な分析
が欠かせない」と話した。

● 的確なモニタリング
オーストラリアの研究者
は、ワクチン行政を成功に
導くポイントについて、明
確な目的と強い意志をも
ち、一般の人たちに接種が
個人の利益になることをき
ちんと説明する− と指
摘した。
「モニタリングを的確に
行うことで、安全性や効果
がきちんと把握でき、それ
がひいてはワクチン行政へ
の信頼につながる」
オーストラリアもワクチ
ンと検診の登録システムを
整えている。英国の別の研
究者は、オーストラリアの
状況について、ワクチンを
接種した27歳以下の女性
における
「性器疣贅
（ゆうぜ

2011年6月1日

EUROGINで痛感

い）
＝いぼのよう
な出来物」の発
症が減ったとい
う報告を紹介し
た。ワクチンの
公費接種が始ま
った2007年を基
準に考えると、
１年後に3 0％減
り、２年後には
60％近く減ったという。
もちろん、登録は強制で
はなく、個人情報を保護す
る仕組みも整っている。
ワクチンの安全性は、臨
床試験（治験）で確認はさ
れている。しかし、実際に
もっと多くの人に使った場
合に何が起きるのか、事前
に予想はできない。
「想定外
のこと」も起きうる。
大切なのは、起きたこと
を的確に把握し、同じこと
が起きないように対策を立
てることだ。
別の研究者は、
「重い有
害事象（S E A）」に関し
て、
「接種後30分は安静に
して様子をみる。接種後
15日間のワクチンレポー
トカードには起きたことは
すべて記載してもらうこと
が重要だ」と話した。

● 日本では…
日本では任意でHPVワ
クチンの接種を受けること

ができる。小６～高１に相
当する年齢の女子には公費
で助成される（昨年度＝
11月以降＝と、今年度の
措置。自治体により対象年
齢に差もある）
。
公費助成で接種された人
数は、住民基本台帳に基づ
いて報告されるだろうが、
フォローアップの仕組みは
整備されていない。任意接
種は、
「打ちっぱなし」と
いう状態に近い。
日本対がん協会では、
H P Vワクチン接種を行う
支部に、接種者の「登録」
への協力を求めている。
「登
録」することで、検診の個
別勧奨につながるなど、健
康管理のフォローが可能に
なるからだ。民間のクリニ
ックの中にも協力してくれ
るところも現れている。今
後、海外の状況を詳しく調
査し、ワクチン登録に関す
る仕組みの整備を図ってい
く方針だ。

EUROGIN
（European Research Organization on
Genital Infection and Neoplasiaの略） ヒトパピローマ
ウイルス
（HPV）
感染と子宮頸がん予防に関する学会。
20年
以上の活動実績がある。
W A C C（W o m e n A g a i n s t
Cervical Cancer）
Forumは患者団体などアドボカシー活
動を行っている人たちが発表し、
交流する場として一緒に
開催されている。
今年はあわせて４千人が参加した。
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２回か、３回か HPVワクチンの接種回数もテーマに
HPVワクチンの接種は
標準の３回ではなく２回で
も有効？−EUROGINで
は、
ワクチンの接種回数が
テーマの一つになった。背
景にあるのは、費用に加
え、きちんと３回接種する
ことの難しさだ。世界保健
機関（W H O）
も興味を示
し、研究を計画中だとい
う。
学会で注目されたのがコ
スタリカで実施されている
研究だ。ワクチンの接種回
数を１回、２回、３回に設
定し、それぞれ対象群と比

較するものだ。同国の研究
機関や米国立がん研究所な
どが進めている。
１回接種はワクチンが
196人で対照群が188人、
２回は各422人と380人、
３回は各2957人と3010人。
４年後にHPV16・18型に
起因する症状の発症率を調
べると、３回ではワクチン
を打った場合が0.9％で対
照群が4.4％だったのに対
し、２回ではそれぞれ0.7
％と4.5％、１回では各0.0
％と5.3％。回数による大
きな差は見られなかった。

１回と２回の参加者が少
く、これだけで「１回で良
い」とか、「２回が良い」
という判断はできない。仮
に２回が良い、ということ
になっても、その間隔や、
１回分のワクチン量につい
ての研究も必要だ。
２回接種と３回接種を、
接種間隔や１回分の量を変
えて、かつ、年代別に研究
しているのが、カナダやド
イツなどのグループだ。
２年後、９～14歳に６
カ月の間隔をあけて２回接
種した場合の免疫の強さ
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EUROGIN
は、15～19歳、20～25歳
に３回接種したときと比べ
て差はみられなかった。
現在の標準的な接種方法
は３回だが、２回でも効果
が変わらなければ、２回の
方が費用も安いし、忘れず
に受けやすい。
WHOの組織である国際
がん研究機構
（IARC）
は、
10～18歳の２万人を対象
に、６カ月の間隔をあけた
２回接種と、初回・２カ月
後・６カ月後の３回接種を
５年間追跡して比較する臨
床研究を計画している。

学生の立場で同世代や高校生に子宮頸がん啓発～活動に自信と確信
EUROGIN/WACC Forumに参加して
リボンムーブメント

ポルトガル・リスボンで５月８～
11日に開かれた子宮頸がんの国際
学会EUROGIN/WACC Forum
に参加した。
欧米の一線の研究者
や、
アドボカシー活動に取り組む市
民団体の発表を間近に見聞きして
学ぶ−という目的をはるかに超
えるものが得られた。
とくに私たちリボンムーブメントの
活動に各国の参加者から関心が寄せられたことは大きな自
信になり、
今後の活動への励みになった。
私たちリボンムーブメントは、学生の立場で同世代や高
校生たちに子宮頸がんのことを伝える活動をしている。今
回は、医師や研究者らでつくる
「子宮頸がん征圧をめざす
専門家会議」
のツアー
（11人）
の一員として参加した。
リスボンには５月７日深夜に着いた。街の雰囲気を味わ
う間もなく、ホテルでミーティング。翌８日午前８時から
の学会に備えた。
この学会は、子宮頸がんを引き起こすヒトパピローマウ
イルス（HPV）に関する研究を発表する場で、WACC
は、主に予防啓発の情報を交換する会合。私は、活動への
ヒントを得ようと期待して会議場の玄関を入った。
学会には４千人が参加、連日午後７時ごろまで、いくつ
ものホールや会議室で様々な発表・討論を繰り広げた。検
診ではHPV感染の有無を調べるHPVテストがテーマにな
り、HPVワクチンでは女子への接種は当たり前で、男子
への接種の有効性が議論されていた。子宮頸がんだけでな
くHPVに起因するほかのがんが課題になっていることを

三ツ木あかね
（慶應義塾大学環境情報学部3年）

知り、日本との格差を感じた。
大きな収穫だったのは、リボンムーブメントの活動が評
価されたことだ。
WACCのセッションで、私たちの活動を支援してくれ
る日本対がん協会の小西宏マネジャーが、日本の若者に子
宮頸がんの知識が乏しいこと、同世代に発信しようとリボ
ンムーブメントが誕生したこと、高校に「出前授業」に行
っていること−などを紹介。こういう活動をしている若
者の団体がある国は世界でも珍しいようで、とても興味深
く聞いてくれ、私たちの活動が正しい方向に向いていると
いう自信と確信を得ることができた。米国でリボンのよう
に啓発を行う学生団体を指導している人とも知り合った。
私が新聞で子宮頸がんのことを知ったのは、ちょうど１
年前の５月。20歳になったら検診をと思っていたところ、
キャンパスで、リボンムーブメントの前代表の臼井あか
ね、鈴村沙織の２人に声をかけられた。それが活動に加わ
るきっかけだった。
大学の勉強との両立が難しいときもあるけれど、自分の
声で大切なことを人に伝えるという、簡単なようで難しい
活動を通じて、メンバー同士が切磋琢磨し合えることが面
白く感じる。今回は国際学会に参加し、文献では限界のあ
った非政府団体の活動を知ることができて視野が広がっ
た。
帰国の日には半日、ジャカランダの青紫色の花が咲くリ
スボンの街並みも楽しめた。有意義な機会を与えていただ
き、専門家会議や対がん協会の方々に、心より感謝を申し
上げます。
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笑顔で
「命のたすき」
をつなごう
「リレー・フォー・ライフ

ジャパン2011」が始まる

「リレー・フォー・ライフ ジャパン2011」が始まった。５月14、15日に茨城・つくばで、同21、22日には
熊本で、それぞれ開催された。今年は３月に起きた東日本大震災で被災したがん患者・家族の方々を支援する
ことも大きなテーマになっている。震災の影響を受けながらも、
「リレーを通じて強くつながっていこう」と、
各地の実行委員たちは熱く誓っている。

希望を乗せて「羽ばたく」ハト型エコバルーン

手形を押し、メッセージを記したフラッグを手に
笑顔で歩くサバイバーたち

「リレー・フォー・ライ
フ2011 in 茨城」はつくば
市の研究学園駅前公園で開
催された。茨城も被災して
大きな被害を受け、開催が
危ぶまれたものの、
「ぜひ

実施を」という実行委の熱
意で実現した。ただ夕方に
スタートし、催しも質素
に、という、
「24時間」よ
り短縮された形になった。
それでも14、15両日で600

〜つくば〜

人が参加。近くのショッピ
ングモールではミュージシ
ャンが歌やサックスを演奏
し、リレーを応援した。
14日午後５時からの開
会式では大会会長の鈴木久
敏・筑波大学副学長、
共催代
表の細田市郎・つくば市副
市長、
五十嵐徹也・筑波大学
副学長・付属病院長、
箱島信
一・日本対がん協会理事長
があいさつ。
ハトの形をし
た白いエコバルーン300個
が、
夕焼けで真っ赤に染ま
った空に向かって放たれ、
真っ白なハトが希望に向か
って羽ばたいていくような

感動的な幕開けとなった。
日が暮れるとやや肌寒く
なったが、今年は学生の参
加が多く、若い力があふれ
る賑やかなイベントになっ
た。
閉会式では、
「Good Sup
p o r t e r」の授与式があっ
た。リレー・フォー・ライフ
に貢献する団体や個人をた
たえるのが目的で、今年か
ら始めた。その第１回の受
賞者にはジストと闘う患者
とその家族や友人のグルー
プである『GISTERS』が
選ばれ、宮本恭子実行委員
長より感謝状が贈られた。

た著名人のグッズを集めた
チャリティオークションを
開催、次々に落札された。
サバイバー歴最長（23年）
の女性にメダルを授与する
表彰などがあり、最後に齊
藤康子実行委員長が「また
来年会いましょう」と元気

よく挨拶し閉会した。
新聞社やテレビ局の取材
も入り、笠をかぶり、地下
足袋履いた齊藤実行委員長
にカメラが向けられるな
ど、注目度の高さがうかが
えた。

「心ひとつ・絆つむいで」〜熊本で初のリレー〜
「心ひとつ・絆つむいで」 患者、家族や医療者らが登
をスローガンに、熊本市の
壇。
「がんになって価値観が
白川公園で21、22日に開
変わった」
「今の方が幸せ」
かれた「リレー・フォー・ 「がんのおかげで」
……それ
ライフくまもと2011」に
ぞれの想いを語る姿に人間
は約850人が参加した。21
の力強さがうかがえ、感動
日は大会会長の福田稠・熊
をおぼえた。
本県総合保健センター理事
会場には県内のがんサロ
長の開会挨拶の後、サバイ
ンを紹介し交流する場や、
バーたちは、手形とメッセ
命と健康な生活を学ぶ「元
ージが書かれたフラッグを
気もりもり学校」など参加
手にして並び、サバイバー
型のプログラムが数多く計
ズラップへ。熊本県警察音
画された。ルミナリエに灯
楽隊の演奏に乗って熊本初
りがともる夜、竹で作った
のリレーの第一歩を踏み出
H O P Eの文字が浮かび上
した。
がった。
ステージではサバイバー
22日にはリレー・フォ
ズトークが企画され、がん
ー・ライフの趣旨に賛同し

サバイバーズトークではそれぞれの想いが語られた
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米国のがん専門病院で１年間研修
第２回
「マイ・オンコロジー・ドリーム奨励賞」募集

公益財団法人日本対がん
協会（垣添忠生会長）は６
月１日、米国テキサス大学
MDアンダーソンがんセン
ターの協力を得て実施して
いる研修プログラム「マ
イ・オンコロジー・ドリー
ム奨励賞」の今年度の募集
を始めました。
このプログラムは、日本
の若手医師に、全米屈指の
がん専門病院であるテキサ
ス大学MDアンダーソンが
んセンターで１年間、研修
を受けてもらうものです。
一般社団法人「オンコロジ
ー教育推進プロジェクト」
（井村裕夫理事長）の支援
を受け、同センターの上野
直人教授のアドバイスに基
づいて実施します。

研修では、その患者さん
にはどういう治療法がふさ
わしいか、患者さんを中心
に様々な職種の医療者が話
し合うことの大切さや、臨
床試験計画の作り方、さら
には、医療者としてのリー
ダーシップ、患者さん・ご
家族とのコミュニケーショ
ン、医療者同士のコミュニ
ケーションなどについても
学ぶ予定です。
運営のもとになっている
のは、日本対がん協会が各
地の実行委員会と一緒に開
催しているがん患者・家族
の支援イベント
「リレー・フ
ォー・ライフ」
に寄せられる
寄付です。
「患者の希望」を
正面から受け止め、地域の
がん医療の充実を図れる医

療者に育ってほしいとい
う、多くの患者さんたちの
願いが込められています。
募集人員は１人で、研修
期間は１年間です。奨励金
として1 0 0万円を贈りま
す。研修を受けた医師が帰
国してからも、同センター
で指導した医師がメンター
として助言・指導にあたり
ます。第２回目の今年の募
集の締め切りは10月31日

（必着）
です。来年６月から
研修を開始する予定です。
希望者は、日本対がん協
会のホームページ（http:
//www.jcancer.jp/）か
ら申請書をダウンロードし
て記入し、必要書類を添付
して下記まで郵送して下さ
い。日本対がん協会内に設
けた助成審査委員会で１次
選考し、同センターで２次
選考をします。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町２-５-１
有楽町センタービル
（マリオン）
13階
公益財団法人日本対がん協会
助成審査委員会 MDACC係あて
問い合わせは、日本対がん協会広報担当マネジャー
小西
（☎03−5218−4771）
までお願いします。

６月からの
「リレー・フォー・ライフ ジャパン2011」の開催予定
愛知・稲沢
いしかり
函館
室蘭
福島
東京・吉祥寺
静岡・長泉
芦屋
埼玉
横浜
千葉
福岡
岡崎
京都・亀岡
埼玉・川越
広島・尾道
大分
熊本・玉名
福井
徳島
高知
愛媛
東京・世田谷
沖縄

稲沢市総合陸上競技場
北海道医療大学グラウンド
函館市の高松ふれあい広場
道の駅「みたら室蘭」横
（未定）福島県内
成蹊学園内庭
旧長泉高校跡グラウンド
芦屋市川西運動場・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」
日産フィールド小机
八千代市総合運動公園多目的運動広場
九州大学箱崎キャンパス
暮らしの杜（ＪＲ岡崎駅東口）
亀岡野外活動センター
川越市水上公園
広島県立びんご運動公園
大分スポーツ公園「大芝生広場」
九州看護福祉大学グラウンド
ふくい健康の森
小松島しおかぜ公園
高知市城西公園
城山公園 堀之内地区ふれあい交流広場
駒沢オリンピック公園中央広場
北谷町の陸上競技場

6.4（土）～ 5（日）
8.20（土）～21（日）
8.27（土）～28（日）
8.27（土）～28（日）
9.3（土）～ 4（日）
9.10（土）～11（日）
9.10（土）～11（日）
9.10（土）～11（日）
9.10（土）～11（日）
9.10（土）～11（日）
9.17（土）～18（日）
9.17（土）～18（日）
9.17（土）～18（日）
9.17（土）～18（日）
9.17（土）～18（日）
9.18（日）～19（月）
9.23（金）～24（土）
9.23（金）～24（土）
9.23（金）～24（土）
10.8（土）～ 9（日）
10.8（土）～ 9（日）
10.8（土）～ 9（日）
10.15（土）～16（日）
12.10（土）～11（日）
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2010年度の相談は8844件 がん相談ホットライン
土日対応で働く人も相談しやすく

日本対がん協会の「がん相談ホットライン」
（☎03-3562-7830）への相談が昨年度、8844件にのぼった。
医療だけでなく、日々の暮らしの中で困ったことなど、身近な相談に看護師と社会福祉士がこたえよう
と2006年に開設。以来、土日も相談を受けるなど、働く人も利用しやすいように態勢を拡充させてき
た。現在は東日本大震災で被災したがん患者・家族向けのフリーダイヤルを設けている。
数の問題が絡み合っている
人ががんになる時代、誰も
【 相 談 の 内 容 】 場合が多いが、主な内容で
ががんとかかわる可能性が
相談件数は2 0 1 0年度、 ある。医療面だけでなく、 「治療」
に関する相談が 集計した）
。
8844件
（ひと月あたり737 日々の暮らしの困りごとも 25.2%（2226件）
、
「不安な
「治療」
の相談は前年度と
件）
で、前年度より2007件 気軽に相談できるホットラ どの心の問題 」
は 1 5 . 5 % 同様にもっとも多かった。
増えた。ひと月あたり167 インはますます重要になっ （1372件）
、
「症状・副作用・ 「不安などの心の問題」
は
件増えた計算になる。昨年 ていると考えられる。
後遺症」
14.6%（1294件）
、 4.4%増加し３位から２位
10月から始めた日曜日の
もっとも、３月の相談件 「検診・検査」
9.1%（805件） となり、
「症状・副作用・後
相談件数は215件だった。 数は東日本大震災の影響も と続く
（一つの相談でも複 遺症」
と入れ替わった。
ホットラインを設けた あって急減した。交通事情
家族・周囲の
相談の内容
2006年以来、相談件数は、 や計画停電に配慮して相談
人との関係
2.2%
受け皿の整備もあって急増 態勢を縮小させたことも一
就労・経済的
な負担
している。国民の２人に１ 因と考えられる。
その他

【 相 談 件 数 】

2.3%

10000

年度別相談件数
8844

8000
5857

6000
4000
2000
0

6837

入院・退院・転院
4.6%
告知・IC・SO
5.2%
検診・検査
9.1%

3454
1370
2006

2007

【相談の疾患部位】
相談の疾患部位は、乳房
26.9%（2380件）
、肺11.5%
（1014件）
、大腸10.2%
（900
件）
、胃8.6%（757件）
、前

2008

2009

医療者
との関係
4.0%
診断
4.4%

2010

12.9%

不安などの
心の問題
15.5%
症状・副作
用・後遺症
14.6%

【相談者の性別】 【相談者の続柄】

立腺5.3%
（466件）
など。罹
相談者の性別は、女性が
（6590件）
、
男性25.5%
患者の多いがんに関する相 74.5%
で、女性が４分
談が多いが、相談者に女性 （2254件）
が多いことや乳がんへの関 の３にのぼっている。この
心の高まりが影響している 傾向はホットラインを開設
ともみられる。
した2006年以来、大きく
変わっていない。

相談の疾患部位

その他・不明
子宮体部
19.9%
3.1%
卵巣
3.1%
血液・リンパ
3.4%
子宮頸部
3.9%
胃
膵臓
8.6%
4.2% 前立腺
5.3%

乳房
26.9%

肺
11.5%
大腸
10.2%

治療
25.2%

相談は、患者本人からが
58.6%
（5183件）
と過半数を
占め、娘11.5%（1019件）
、
妻10.7%（949件）
と続いて
いる。日常生活の困りご
と、家族の対応の仕方など
について相談できるホット
ラインの特徴が出ていると
みられる。

がん相談ホットライン（☎03-3562-7830）
祝日以外の毎日、午前10時から午後６時まで
東日本大震災の被災者向けの電話相談
がん相談ホットライン
☎0120-788-233
（祝日を除く毎日、午前10時〜午後4時）
がん専門医による電話相談 ☎0120-822-355
（月〜金曜の午前10時〜正午、祝日を除く）
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使用率は40%
６割近くが初診

日本対がん協会が昨年度
初めて発行した乳がん検診
の無料クーポン券（３千
枚）を使って受診した人は
1212人で、使用率は40.4%
だったことが、対がん協会
のまとめでわかった。うち

国の指針にのっとり、対象
を4 0歳以上の女性とし、
マンモグラフィ（乳房X線
撮影）と視触診が無料で受
けられる。
国が導入を決めた女性特
有のがん検診無料クーポン

初めて受診した人は701人
と、６割近くに上った。
「未
受診者の背中を押そう」と
試みた企画は一定の効果を
おさめた。
この無料クーポン券は、
乳がん征圧をめざす「ほほ

券は配布される年齢が決ま
に抽選で配布した。通信販
くれれば発行した意義があ
っている（乳がんでは40
売会社の協力を得て行った
ったといえる。今年度も
歳から５歳刻みで60歳ま 「母の日」
「乳がん月間（10
様々な機会に検診の大切さ
で）。対がん協会発行のク
月）」のプレゼント企画で
を訴えていきたい」と話し
ーポン券にはこのような制
も配布し、乳がん検診をア
ている。
限はつけていない。
ピールした。
受診した1212人のうち、
◇◇◇ 訂 正 ◇◇◇
要精密検査と判断されたの
５月１日付
「対がん協会報」
第571号７面で、
「日本対
は112人で、9.2%だった。
がん協会賞、朝日がん対象の候補者募集」
とあるのは、
年代別には4 0代が5 1人、
「日本対がん協会賞、朝日がん大賞の候補者募集」
でし
50代34人、60代22人、70
た。訂正いたします。
代４人、80代１人。この

えみ基金」の事業で、検診
受診率の向上を図るために
発行した。使えるのは、対
がん協会の各地の支部や、
提携先の医療・検診機関。

うち初診は各年代をあわせ
て56人だった。
昨年度発行した３千枚
は、ピンクリボンフェステ
ィバルなど対がん協会が事
務局を担当して行うイベン
トや、支部の活動で希望者

今年度は発行枚数を増や
して１万枚以上を予定して
いる。日本対がん協会で
は、
「乳がん検診の対象の
人で、これまで一度も乳が
ん検診を受けたことがない
人が１人でも多く受診して

がん対策推進協議会の新会長に門田氏
次の5年に向け基本計画の見直し論議へ

厚生労働省のがん対策推
進協議会が５月25日に厚
労省で開催され＝写真＝、
新会長に門田守人・大阪大
学副理事・副学長を選ん
だ。出席した17人の委員
が互選した。門田新会長
は、会長代理に、これまで
も任にあたってきた天野慎
介・特定非営利活動法人グ
ループ・ネクサス理事長を
指名した。今後、がん対策
推進基本計画の変更などに
ついて論議する。
がん対策推進協議会は、
がん対策基本法に基づいて
設置され、がん体験者や医
師、行政関係者ら20人で
構成されている。厚労大臣
は、５年ごとにがん対策推
進基本計画を検討する際に

は、協議会の意見を聞くこ
とが求められる。
今のがん対策推進基本計
画は今年度、実施に移され
て５年目を迎えた。次の５
年に向けて、見直すべきと

ころは見直すことが欠かせ
ない。小児がんをはじめ３
つの専門委員会でも論議が
続けられている。がん対策
推進協議会ではこんご、こ
うした委員会の報告を受け

ながら、昨年まとめた中間
報告で指摘した課題を踏ま
え、患者の視点に立った議
論を重ね、基本計画の見直
しについて、厚労大臣に意
見を述べる。
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がんと生きるわたしの物語

絵画・写真とエッセイで表現

◇◇◇

リリー・オンコロジー・オン・キャンパス
第１回目の受賞式

日本イーライリリー株式会社のアルフォンゾ・G・ズルエッタ代表執行
役社長らから賞を贈られる受賞者のみなさん

がんと生きる患者・家族、 い。ともにグランプリ
（１
支援者を対象にした絵画・
作 品 、活 動 支 援 金 2 0 万
写真とエッセイコンテスト
円）
、特別賞（２作品、同
「リリー・オンコロジー・オ
10万円）
が贈られる。
ン・キャンパス
『がんと生き
第１回目は昨秋から今年
る、わたしの物語』
」
の第１
１月末まで公募。絵画部門
回目の授賞式が５月27日、 に24作品、写真部門に36
東京都内のホテルで行われ
作品の応募があった。審査
た。日本イーライリリー株
の結果、絵画部門では千葉
式会社が
「患者さんを精神
県在住の戸倉基さんの「前
面から支えよう」
と設けた
立腺がん治療闘病中の自画
もので、日本対がん協会が
像」が、写真部門では東京
後援・協力している。
都在住の鈴木明子さんの
コンテストには絵画部門 「私のターニングポイント」
と写真部門があり、いずれ
がそれぞれグランプリを受
も作品にまつわるエッセイ
賞した。
（ 8 0 0字以内）
が欠かせな
授賞式では、アルフォン

ゾ・G・ズルエッタ日本イー
ライリリー株式会社代表執
行役社長が
「
「患者さんがよ
り長く元気に前向きな生活
を送れるよう活動を続けて
いる。このプログラムはそ
の重要な一つです」
とあい
さつ。広報大使を務めるジ
ャズ・トランペット奏者の
日野皓正さんが
「作品それ
ぞれに患者さん、ご家族の
方々の気持ちが伝わり、涙
が出ました。私にとっては
みんな一等賞です」
とのビ
デオメッセージを寄せた。
受賞した鈴木さんは「末
期がんの私がこの日を迎え
られてよかった。苦しいと
きは苦しいで、みんなに支
えてもらって私の物語を築
きたい」と語った。戸倉さ
んは「なぜ私が、という気
持ちがありますが、一生懸
命描いたことは間違いあり
ません」とユーモアたっぷ

グランプリを受賞した戸倉基さん（絵画部門）と
鈴木明子さん（写真部門）の作品

りに話した。
特別賞は、絵画部門では
松山徹さんの「光の層Ⅱ」
、
森幸子さんの「緑の森－
Green forest－」
、写真部
門では江島恵さんの「今を
生きる」、岩村歩夢さんの
「ただ、それだけで」にそ
れぞれ贈られた。
このコンテストは米国で
は2004年から隔年に行い、
受賞作品や、応募作品の一
部をがん専門病院などに展
示したり、ウェブサイトで
公開したりしている。
◇
戸倉さんは
「リレー・フォ
ー・ライフ」
に共鳴し、
５月に
開催された茨城・つくばで
のイベントに参加してい
る。
グランプリの活動支援
金の中から10万円を
「リレ
ー・フォー・ライフのために」
と対がん協会に寄付した。

