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１部70円（税抜き）

　日本対がん協会は、がんに関する不安、日々の生
活での悩みなどの相談（無料、電話代は別）に、看護
師や社会福祉士が電話で応じる「がん相談ホットライ
ン」（☎03−3562−7830）を開設しています。祝日を除い
て毎日午前10時から午後6時まで受け付けています。
相談時間は1人20分まで。予約は不要です。

　日本対がん協会は、専門医による面接相談および
電話相談（ともに無料）を受け付けています。いずれ
も予約制で、予約・問い合わせは月曜から金曜の午前
10時から午後5時までに☎03−3562−8015へ。相談の時
間は電話が1人20分、面接は1人30分（診療ではありま
せん）。詳しくはホームページ（http://www.jcancer.
jp/）をご覧ください。

がん相談ホットライン　祝日を除く毎日
03−3562−7830

医師による面接・電話相談（要予約）
予約専用　03−3562−8015

　日本対がん協会はグルー
プの道府県支部の協力を得
て平成22年度（2010年度）
の「がん検診実施状況」をま
とめた。各支部でがん検
診を受けた人は延べ1162
万9208人で、2009年度よ
り10万8037人（2.66%）減っ
た。（２面に関連表）
　ただ、09年度は、女性
特有のがん（乳がん・子宮頸
がん）検診無料クーポン券
の導入の影響で受診者が前
年度より約46万４千人と
大きく増えていた。
　2010年度も一定の効果
は維持されていると考えら
れるものの、受診者数の推
移をみる限り、導入当初の
ような効果は薄まったとい
えよう。
　九つの部位のがん検診の
うち、受診者が09年度よ
り減ったのは、胃がんや乳
がんなど七つに及んだ。増
えた二つは肺がんと前立腺
がんだった。
　国がガイドラインを設け

に20歳、25歳の若い女性
で顕著だった。乳がん検診
では配布対象となった年齢
でも、10年度は、09年度
に比べて伸びは鈍化してい
た。
　「がん検診の実施状況」で
は、検診の課題として、無
料クーポン券が継続した受
診者数向上につながってい
ないとし、市民や学生に向
けた地道な啓発活動の重要
性を指摘。企業の健保への
働きかけも大切だとしてい
る。

て受診を勧めている五つの
がん検診についてみると、
受診者の減少ぶりが最も目
立ったのは乳がん検診で、
09年度より５万4220人
（4.08%）減って127万4916
人になった。胃がん検診も
同４万6101人（1.86%）減っ
て243万1647人。減少数は
乳がんに次ぐ多さだった。
　大腸がん検診と子宮頸が
んは減ってはいたものの、
それぞれ09年度より6841
人（0.3%）、5412人（0.37%）
と減少ぶりは小幅にとど

まった。一方、肺がん検
診は受診者が２万6279人
（0.78%）増えて337万4815
人だった。
　女性特有のがん検診とし
て、無料クーポン券が配布
されている乳がんと子宮頸
がんでこうした差が出た理
由ははっきりしない。
　日本対がん協会が各支部
の協力を得て実施した調査
では、配布対象となった年
齢の受診者の伸びは09年
度、10年度とも、子宮頸
がんの方が高かった。とく

　各検診の22年度受診者数とがん発見数　 （▼は減少）

検　診
平成22年度実施 前年度対比

団体数 受診者数 受診者 ％ 発　見
がん数

が　ん
発見率
（%）

がん疑
いの数

胃 41 2,431,647 ▼46,101 ▼1.86 2,683 0.11 310
子宮頸 41 1,451,597 ▼5,412 ▼0.37 924 0.07
子宮体 17 29,619 ▼1,866 ▼5.93 47 0.16 2
乳房 41 1,274,916 ▼54,220 ▼4.08 2,807 0.23
肺 41 3,374,815 26,279 0.78 1,192 0.04 1,430
大腸 41 2,243,113 ▼6,841 ▼0.30 3,353 0.16 232
甲状腺 9 174,039 ▼32,139 ▼15.59 24 0.01 6
肝胆膵腎 23 293,776 ▼7,851 ▼2.60 104 0.04
前立腺 36 355,686 20,114 5.99 1,628 0.49 2,560
計 11,629,208 ▼108,037 ▼2.66 12,762 4,540

10年度の検診受診者は1162万人
乳がんや胃がんで顕著対前年度比10万８千人の減少

対がん協会支部「がん検診の実施状況」から
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がん検診別の受診者数
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受動喫煙対策も拡充

　素案の大きな特徴は、が
んの原因の３割を占めると
されるたばこ対策に関し、
喫煙率の削減目標となる数
値を盛り込んだことだ。
　現在の成人の喫煙率
19.5%（2010年国民・健康栄
養調査）を2022年度までに
12.2%に減らすとともに、
未成年者の喫煙をゼロにす
ることを目標に掲げた。成
人の喫煙率は、禁煙希望者
を支援することで達成でき
ると見込んでいる。
　さらに受動喫煙に関して
も2022年度までに達成す
る目標を掲げた。行政機関
や医療機関では受動喫煙の
ない環境を、事業者につい
ても「受動喫煙のない職場
の実現」を、そして家庭で
は３%、飲食店でも15%と
することとしている。

小児がん対策
がん患者の就労問題

　小児がん対策として、
「小児がん拠点病院」（仮称）
を指定し、緩和ケアを含む
集学的医療ができる仕組み
づくりをめざす。具体的に
は、医師の研修や、セカン
ドオピニオンの充実を図る
とともに、患者・家族に対
する心理的、社会的な支

いった意見が出された。
　検診機関には、精度管理
とともに、受診者にわかり
やすくがん検診を説明する
など、受診者の不安を軽減
するよう努めることを求め
ている。
　がん検診に関して厚労省
では、協議会とは別に、国
内外の知見を収集し、科学
的知見のあるがん検診の方
法について検討を行うこと
にしており、今後の議論が
注目されている。

抗がん剤の　
保険適用問題

　患者たちが求めている未
承認薬の早期承認などにつ
いて、素案では「現行制度
の基本的な考え方や患者の
安全性の確保といった様々
な観点や課題があることか
ら、慎重に従前からの議論
を継続する」と記された。
　これに対し、協議会で
は、「これでは何もしない、
と言っているに等しい」な
どといった厳しい批判が相
次いだ。厚労省側は言葉遣
いについて検討する方針。

援、適切な療育・教育環境
を整備して、患者が慣れ親
しんだ地域で、他の子ども
たちと同じ生活・教育環境
の中で医療や支援を受けら
れるようにする。
　また子どもに関しては、
健康といのちの大切さを学
び、がんのことや、がん患
者に対して正しい知識、認
識を持つよう、健康教育全
体の中で「がん教育」をどの
ようにするかを検討。その
うえで教育活動を行ってい
くことを目標とした。
　社会問題となっているが
ん患者の就労について、が
ん以外の患者に配慮しなが
ら、事業者は、がん患者が
働きながら治療や療養でき
る環境の整備、家族ががん
になった場合でも働き続け
られるような配慮に努める
ことが望ましい、としてい
る。
　そのために、職場でのが
んの正しい知識の普及、事
業者・がん患者・家族に対す
る情報提供・相談支援のあ
り方を検討し、その結果に
基づいた取り組みを行うこ
とにしている。

がんになっても安心し
て暮らせる社会の構築
　基本計画の素案では、全
体目標として、「がんによ

る死亡者の減少」「がん患
者・家族の苦痛の軽減と療
養生活の質の維持向上」に
加えて、「がんになっても
安心して暮らせる社会の構
築」が盛り込まれた。
　その実現をめざし、患者
とその家族の心理的・社会
的苦痛を和らげるため、が
ん患者と家族を社会全体で
支える取り組みを実施す
る、としている。

がん検診受診率の
数値目標は持越し

　現行の基本計画が「50%
以上」としているがん検診
受診率の数値目標につい
て、２月１日の協議会では
まとまらず、厚労省側が検
討して再度論議されること
になった。
　協議会では、「全体の目
標を掲げるのではなく、個
別のがん検診ごとに目標と
なる数値をかかげてはどう
か」「胃がんや肺がんなど
は、ふだんかかっている医
療機関で見つけていること
も多く、こうしたケースを
どう位置付けるか」などと

次期がん対策推進基本計画について意見を交わすがん対策推進協議
会の委員たち＝２月１日、厚労省

　次期がん対策推進基本計画の素案が２月１日に厚
生労働省で開催された「がん対策推進協議会」（会長、
門田守人・がん研有明病院院長）で示された。この計
画は、来年度から５年間の国や地方自治体のがん対
策の基本となるもので、がん医療の専門家やがん体
験者らでつくる同協議会で現行の基本計画の進み具
合を見ながら修正を検討してきた。さらに論議を重
ねて最終案をまとめ、６月の閣議決定をめざす。

次期がん対策
推進基本計画

成人の喫煙率を12.2％に
未成年者は「ゼロ」
たばこ対策の数値目標盛り込んだ素案を提示 がん対策推進協議会で厚労省



（ 4 ） （第三種郵便物認可）� 対 が ん 協 会 報 2012年2月1日

平成23年度　がん征圧月間行事支部報告まとめ
北海道

第44回がん予防道民大会を旭川市で開催し、がん予防功労賞表彰、特別講演、健康講話を行った。また、道内３
カ所で職員と婦人団体による街頭PR活動を実施し、約５千人の道民に検診勧奨のチラシを入れたポケットティ
ッシュを手渡した。

青　森
地元テレビ局、市町村などのイベントへ参加し、検診車やパネル展示、乳房自己触診法の指導などがん予防の普
及啓発を実施した。また、地元新聞社でがん征圧月間にあわせて理事長対談記事を掲載。そのほか、スローガン
等の懸垂幕及び看板の掲示を実施した。

岩　手 シンガーソングライターに当協会のオリジナルソングを提供してもらい、アニメーション映像をつけてテレビ
CMを作成した。

宮　城 宮城県・仙台市と共に、がんに関する正しい知識とがん検診を広く啓発するための予防展を開催しました。アグ
ネス・チャンさんによる記念講演会を開催したが、予想していたより聴講申し込みが少なかった。

秋　田
征圧月間行事として毎年開催されている「健康“チェック＆ケア”フェスタ」も今年で16回を数え、県民参加型の
イベントとして定着してきた。無料の前立腺がん検診や健康相談、パネル展、がんに関するミニ講座等の実施
や、啓発グッズの配布を行い、がん検診の普及啓発活動の一役を担っている。

山　形「街頭キャンペーン」「健康啓発イベント」「健康啓発セミナー」を併せたイベントである「みんなで広げよう！健康の輪2011」を、協力団体と共に全職員で実施し、来場者やラジオの聴衆者等、広く県民へがん征圧を呼びかけた。

福　島
「がん征圧月間」に併せて県医師会や市町村が行う各種イベント等へ積極的に参加した。来場した多くの県民へ
対しがん検診の重要性や基礎知識、がんに対する理解を深める事の大切さを訴えかけ、これらを通じてがんに
対する普及啓発活動を展開した。

茨　城
県域ラジオ放送でのCMや全国紙・地元紙への新聞広告掲載、市町村でのがん征圧月間ポスターの掲示に加え、
今年度はがん患者による講演会を開催し、より多くの方々にがん検診による早期発見の重要性を呼びかけるこ
とができた。

栃　木
がんに対する正しい知識と対策をより広くPRするためキャンペーンを実施し、がん征圧に関するグッズ等を
配布してがん征圧募金への協力をお願いした。また、半年にわたってのAM・FMラジオでのがん検診受診勧奨
CMの放送や、がん征圧の看板・ディスプレイの掲出をした。

群　馬
上毛新聞主催のイベント会場でがん患者団体連絡協議会による街頭キャンペーンを実施。がん患者団体連絡
協議会関係団体（８団体）と財団職員が参加（延べ37人）し、県民に対しがんに対する知識と正しいがん対策を広
くPRした。
実施日：平成23年９月17日（土）場所：グリーンドーム前橋「ハワイアンinグリーンドーム」イベント会場

埼　玉
県内医療機関、市町村、保健所、業者等に本部制作のポスター（２種類）を送付し、掲示をして頂くことで広く県
民への周知に努めた。また、支部製作のリーフレット「がん征圧運動にご協力ください」も同様に送付し、がん征
圧への寄付を募った。

千　葉

平成23年度のがん予防展・講演会は初めて習志野市内の大型商業施設にて開催。予防展は買い物客中心に数多
くの来場者が、それぞれ販促グッズやパンフレットを手に展示内容を興味深く読んだり、展示装置に調節触れ
たり、役員に質問をしたりして盛況だった。ゆるキャラのチーバ君の周りは子供に交じって大人たちも記念撮影
を行っていた。講演会は、テレビにも出て知名度の高い中川恵一先生の講演と自らがんの体験をお持ち加藤先
生の密度の濃い講演と対談に参加者も早期発見・治療等の必要性とがん患者の側に立った気持ちについて多
くの事を学ぶことができ、盛会だった。

神奈川
平成18年より６年間毎年９月のがん征圧月間にFMヨコハマでがん予防啓発番組を放送しており、９月は「がん
征圧月間」が定着してきたようだ。今年度はがんの一次予防に焦点をあて、「がんの概要」、「運動」、「栄養」「ストレ
ス解消」について保健師、健康運動指導士、栄養士に説明してもらった。

新　潟
「大腸がん検診とがん予防」と題した県立がんセンター新潟病院内科部長の船越先生の特別講演は、参加者か
ら、わかりやすかったと好評であった。また、毎年開催している、がん体験者のはつらつトークは検診の大切さを
あらためて知ることができた。

山　梨 がん征圧月間街頭キャンペーンでは、無料クーポンを使い乳がん検診を実施した。また、今年度は特に、ラジオ
キャンペーンでの反響が大きく、がんに対する関心の高さが伺えた。

長　野
路線バスへのエプロン広告を、昨年の長野市のみから松本市へ拡大実施し、昨年同様に長野・松本各駅前での
普及啓発イベントにあわせて運行した。また、作成した広報用のぼりを各イベントにて掲示し、露出を高め受診
啓発を行った。

富　山
パネル展示を中心とした「がん予防健康展」を開催したほか、懸垂幕による屋外宣伝、地元ラジオや新聞による
CMや景品付きクイズ形式のがん予防広告、さらにエコー（広告付き）はがき８万枚を作成して県内郵便局で販
売するなど、普及啓発に努めた。

石　川
昨年に引き続きかなざわピンクリボンプロジェクト2011を全面協力で開催。ウオーキングも３km・６kmの２コ
ースをゲストの石川県出身モデル三枝こころさんが県民の皆と歩く。会場ではマンモグラフィ無料検診、パネル
展示、ゲストと委員長吉野医師とのトークショー、乳がん体験者と話そうコーナー等、多彩なブース開設。かなざ
わピンクリボンオリジナルＴシャツ、ピンクスィーツの販売もあり大盛況であった。

福　井
初開催となったRFLの開催が月間行事のメーンになった。今までになくがんを正面から見つめるという意味で
意義のある月間であった。また、若い人をターゲットにタウン誌を利用するなど対象者の年齢を少しさげる取り
組みを初めて行った。

岐　阜 岐阜新聞、朝日新聞、読売新聞に、岐阜県の現状、がん征圧スローガンの広告を掲載した。
静　岡 静岡市で行われた県大会のほか、がん予防講演会を掛川市と伊東市で開催。地元テレビ・新聞・ラジオへの広告

及び検診受診の奨励のほか、街頭キャンペーンも静岡市と湖西市と富士市で実施。

愛　知
県民健康祭（あいち健康プラザ）で、乳がん無料検診と乳がんのセルフチェック法の説明会、「がん検診・予防の
体験文」の表彰を行った。また、名古屋市で開催された「ピンクリボンスマイルウオークin�Nagoya」に協力して、
乳がんの無料検診を実施した。
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三　重
市町主催の健康まつりではがん予防啓発冊子やチラシを配布した。ラジオ放送やハンドタオル配布での啓発運
動を実施したほか、昨年に続き「リンパ浮腫セルフケアセミナー」の講習会・相談会を開催。肺がん無料検診を行
った。

滋　賀 幼児健診やがん検診・結核検診会場、また、駅や商業施設でと、様々な場面で幅広い方々に対する啓発を行っ
た。方法も、資材を配布するのみでなく、対話やレクチャーをするなどシーンに合わせた啓発を工夫した。

京　都
「結核の予防とがんを考えるつどい」を開催。京都予防医学センター附属診療所の細川千秋氏が「子宮頸がん、
子宮体がんとその予防について」と題して講演。参加者に抽選で日本対がん協会発行のマンモグラフィ無料ク
ーポン券50枚を進呈した。

大　阪
がん予防のリーフレット約３万枚を府内の市町村、保健所などに配布した。また、日本対がん協会発行のマンモ
検診無料クーポン券のプレゼントを企画。１カ月間応募を受け付け、226人の応募があり抽選で100人にプレゼン
トした。

兵　庫 県庁など県内３カ所にて征圧月間周知の横断幕・垂れ幕を掲示した。

奈　良
参加型の催しとして３年目を迎えた「がん征圧大会」は、マンモグラフィ検診体験を中心に今回は様々な「がん」
についてのパネル展示とがん予防に役立つ食事と題した試食コーナー等により、参加者に検診の大切さを伝え
ることができた。

和歌山 朝日新聞など全国紙への広告掲載、電光掲示板、職員のラジオ放送生出演などで検診の重要性を県民に幅広く
PRした。

鳥　取
鳥取県、鳥取県医師会と共催（新日本海新聞社後援）で、がん征圧月間及び鳥取県がん征圧大会の周知を目的に
がん撲滅キャンペーンを行い、９月６日に第39回がん征圧県大会を開催した。今年度は、放射線とがん治療をテ
ーマに、鳥取県立中央病院放射線科部長の中村一彦先生に特別講演をいただいた。

島　根
がん征圧月間初日の９月１日に県、市、がんサロンなどの協力を得て松江駅前及びイオン松江店でがん予防に
ついてのチラシを配布し、啓発活動を行った。また、休日にイオン松江店で胃がん検診・子宮がん検診・乳がん検
診・肺がん検診・大腸がん検診のセット検診を実施した。

岡　山 ９月５日、約600人の参加を得てがん征圧県大会を開催。「受けて安心　がん検診−胃がん・大腸がん−」と題し
て２人の講師を招いてシンポジウムを開催した。併せて乳がん触診モデル・禁煙啓発ポスターを展示した。

広　島
電光掲示板での標語やがん検診受診の啓発及び当センターで喫煙防止のポスター展やがん予防パネルの展示
を行った他、今年から広島市で行われたフードフェスティバルへ出展し、身近な方へ検診を呼びかける手紙の
代行発送、乳がんモデルの展示等がん検診の受診勧奨を行った。

山　口 山口にて開催された「やまぐち元気フェア」で骨粗鬆症の無料検診を実施した。また、県内７カ所に設置されて
いる電光掲示板を利用しPR。この他、全国紙・地方紙にも広告を掲載して啓発した。

徳　島 徳島県と財団法人徳島県総合健診センターの共催により、「健康を考える県民のつどい」を開催した。また、がん
征圧月間用広告シートを作成し、胃がん検診車の側面に貼り付け、がん予防の普及啓発に努めた。

香　川
11月20日に、香川県主催「かがわ福祉・介護フェア」に共催し、胃部・胸部デジタル併用検診車の展示、デジタルポ
ータブルＸ線装置の展示、肺年齢測定、子宮頸がんの細胞を顕微鏡を使って見学するコーナー、エコー検査の
体験コーナー等を行った。

愛　媛
がん征圧月間中の活動は、ポスターをJRの主要５駅および伊予鉄道５駅の構内に掲示、市内電車内の映像広告
にスローガンを載せた画像を放映、人通りの多い場所に懸垂幕を設置する等、がんの正しい知識の普及と早期
発見・早期治療を伝える活動を行った。また、期間外ではありますが、10月に「がん検診セミナー」を当施設内にて
開催した。

高　知
高知市で約560人の参加を得て、全国巡回がんセミナーを開催。講演会及びトークセッションを行い、受講者に
健康や検診の大切さを呼びかけた。無料検診（胸部、胃がん、乳がん、子宮がん検診）を実施し、がん検診関連の
資料等を配布した。

福　岡 毎年開催している講演会「がん征圧の集い」を今年も開催し、「今だから考えよう命のこと」をテーマに、学術講
演、吹奏楽・マーチング、リレー・フォー・ライフのPRと、盛り沢山の内容で、参加者に大変好評だった。

佐　賀
10月30日に県と共催で、乳がんピンクリボンキャンペーン2011を開催し、細胞を見てみようコーナーを設け、顕微
鏡によるディスカッション装置を使い乳腺細胞診を来場者に見て頂き大盛況だった。また、乳がん触診モデル、
がん予防パネルの展示、パンフレットの配布等を行い啓発活動に努めた。

長　崎 例年通り、本部制作ポスターの配布を行い、新聞記事への広告協賛した。また、征圧月間中に募金を県民にお願
いした。

熊　本
当支部が代表世話人を務める県内12の検診機関によって構成された熊本県集団検診機関連絡会で、Ｊリーグ
加盟の地元チーム「ロアッソ熊本」のホームゲームにおいて「がん征圧月間スタートマッチ」と題しサンクスマッ
チを行った。入場口での資料配布、代表による始球式、ハーフタイム中に旗を持ってのグランド周回、スクリーン
によるCM放映など幅広い年齢層を対象に啓発できた。

大　分 ①大分合同新聞、朝日新聞、讀賣新聞にがん征圧月間広告を掲載。②県下市町村、がん精密検診協力医療機関に
がん征圧月間ポスター、禁煙ポスターを配布（部数の関係でACのポスターは市町村のみ）。

宮　崎
がん検診受診啓発のポロシャツを全職員が着用し啓発活動を行った。また、各健康まつりの参加に加え、街頭パ
レード、街頭キャンペーン、ラジオや電光掲示板・メディアでの広報活動など、勢力的に取り組むことができた。
実施にあたり地域婦人連絡協議会、がん克服者団体、行政などから例年以上の参加・ご協力をいただいた活動
となった。

鹿児島
今年は「がん征圧全国大会」を開催。前日にはシンポジウムが実施され、大会当日は参加者が過去最高の1,700人
を上回る程の盛況ぶり。報道も例年より増え、記念講演が主に取り上げられた。がん征圧の気運醸成に資する、
有意義な大会となった。

沖　縄 沖縄県のがんの部位別死亡率は、男女ともに肺がんが第１位であり、予防対策の一環としてマルチヘリカルCT
検診車を活用し、肺がんCT検診の受診を呼びかけ早期発見の重要性をアピールした。

平成23年１月13日
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　乳がんの征圧をめざすピ
ンクリボン運動の支援に積
極的な中央三井信託銀行と
住友信託銀行は、日本対
がん協会の「乳がんをなく
す　ほほえみ基金」にそれ
ぞれ150万円、計300万円
を寄付した。昨年10月か
ら11月にかけて共同で「ピ
ンクリボン運動応援特別企
画」を実施。対象となる定
期預金などの預け入れ件数
に応じた金額を寄付した。

して活用。マンモグラフィ
検診車への助成や医師・技
師の育成などを行ってき
た。
　今回の寄付もそうした活
動の一環で、対がん協会で
は、乳がんの早期発見・早
期治療、乳がん患者・家族
のケアのために役立てる。
　エイボン・プロダクツは、
乳がんで悲しむ人が一人で
も少なくなるように、今後
もピンクリボン活動を続け
ていく。

　化粧品や美容関連製品を
販売しているビューティー
＆ヘルスカンパニーのエイ
ボン・プロダクツ（東京都新
宿区）はこのほど、ほほえ
み基金に2010万6570円を
寄付した。羽鳥成一郎社長
から目録の贈呈を受けた日
本対がん協会の塩見知司事
務局長が感謝状を贈って鳥
羽社長に謝意を伝えた。
　エイボン・プロダクツは
女性を取り巻く様々な課題
に対する社会貢献活動を続

10月には各店舗にポスタ
ーや資料を掲示し、ピンク
リボンバッジをつけた社員
が来店する市民にチラシを
手渡している。これにあわ
せて「応援特別企画」を実施
し、「ほほえみ基金」への寄
付を続けている。
　今回は、４月に合併する
予定の中央三井信託銀行と
一緒にピンクリボン運動に
参加。応援特別企画にも共
同で取り組んだ。

ん啓発への意識を高めて
いる。
　ピンクリボン自販機に
は日本対がん協会などが
主催するピンクリボンデ
ザイン大賞の最優秀賞受
賞作をあしらっている。
だれもがふだん目にする
自販機からの発信をうた
うなど、身近な啓発活動
にも力を入れている。

塩見・日本対がん協会事務局長に目録
を贈る鳥羽成一郎社長（左）。塩見事務
局長は感謝状を贈って謝意を表した

塩見・対がん協会事務局長（中）から感謝状
を贈られた鈴木郁也・住友信託銀行常務執
行役員（左）と桐谷太郎・中央三井信託銀行
常務執行役員（右）

キリンビバレッジの「ピンクリボン
自動販売機」。

女性支援の社会貢献活動
エイボン・プロダクツ

共同で特別企画を展開
中央三井信託銀行と住友信託銀行

　キリンビバレッジ（東京
都渋谷区）が製作する「ピン
クリボン自動販売機」を通
じ、694万2306円がほほえ
み基金に寄付された。乳が
ん啓発をアピールする自販
機で、企業や病院、学校な
ど、ピンクリボン運動に賛
同する団体が設置。同社と
設置先の団体から売上の一
部をあわせて2008年度か
ら毎年寄付されて、今年度

は700万円近くにのぼっ
た。
　キリンビバレッジは、ピ
ンクリボンフェスティバル
への協賛や、ピンクリボン
スマイルウオーク参加者へ
の飲料水の提供、商品へ乳
がん啓発のポップを付ける
などがんの啓発事業への協
力を積極的に進める一方
で、社員のピンクリボンバ
ッジ着用など社内でも乳が

ピンクの自動販売機を各所に　キリンビバレッジ

　乳がん征圧活動をさらに強力に――ピンクリボン運動を積極的に支援している企業から、日本対がん協会の「乳が
んをなくす　ほほえみ基金」への寄付が相次いで寄せられました。それぞれの企業活動をいかした支援です。乳がん
を患う人は年々増えているとはいえ、早期で診断される乳がんが多くなっているという調査もあります。日本対がん
協会では、多くの方々の支援にこたえるべく、ピンクリボンフェスティバルを拡充させて啓発活動を強めるととも
に、独自の乳がん検診クーポン券を発行するなど、早期発見・早期治療が「当たり前」の社会になるよう、活動に全力
を挙げる所存です。

「さらに強力に乳がん征圧活動を」　企業からの支援相次ぐ
日本対がん協会「乳がんをなくす　ほほえみ基金」

けている。日本でのピン
クリボン活動は2002年
にスタートさせて以来、
乳がん啓発イベントを開
催・協賛している。加え
てピンクリボン製品を販
売し、その売り上げの一
部をピンクリボン基金と

　住友信託銀行は、
「健康を支援しよう」
と早くからピンクリ
ボン運動に取り組ん
でいる。2005年度
からはピンクリボン
フェスティバルのシ
ンポジウムを協賛。
ピンクリボン月間の



2012年2月1日  対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 7 ）

報告が相次いだ。
　さらに、在宅緩和ケアの
課題とその解決法を探る研
究、がんの的確な診断に欠
かせない病理診断を支援す
る仕組み、がん診療の質を
評価する指標に関する研究
なども発表された。
　いずれの研究についても
評価委員と発表者との活発
な質疑が展開された。こう
した最新研究の成果をいか
に全国に普及させるか、効
率的な仕組みの必要性もう
かがわれた。

の生活の質（QOL）に配慮
した治療を考えることも重
要だ。それにどこでも質の
高いがん診療が受けられる
仕組みづくりが欠かせな
い。そのためには、制度や
設備面での整備に加えて、
患者や家族を医療だけでな
く心理的・社会的に支える
ことのできる人材の養成も
課題になっている。
　発表会では、肺がんや胃
がん、肝臓がんなど様々な
臓器・組織のがん治療に関
して、先端的な臨床試験の

　日本対がん協会は、平成
23年度（2011年度）の厚生
労働科学研究がん臨床研究
成果発表会を１月19、20

日、東京・築地の国際研究
交流会館国際会議場で開催
した。厚生労働省の科学研
究費の助成を受ける大学医

　横浜、神奈川から子宮頸
がん予防を変えよう――。
若い女性に増えている子宮
頸がんの啓発を学生世代が
考えるシンポジウムが１月
14日、横浜市磯子区の杉
田劇場ホールで開かれた。
専門医の講演を交えてのシ
ンポジウムながら、全体の
構成は女子大生リボンムー
ブメントが中心になって企
画した。司会や、トークの
コーディネーターも学生が
務めるなど、若い世代が、
自分たちの問題として子宮
頸がんを考えるイベントに
なった。
　約200人の参加者の中に
は男子学生の姿も多く、ス
テージの学生たちが交わす
「彼女との会話で子宮頸が
んのことを話せる？」「健康
のことを話せる男子はカッ
コいい？それともダサ
い？」といった質問や意見
に、「〇」「×」の札を掲げな
がら、子宮頸がんのことを

りたい」などと質問したり、
女子高校生がワクチンを接
種したときの様子や友達と
の会話を紹介したり、会場
と一体となって熱心なやり
とりが続いた。
　20代前半で子宮頸がん
を体験した阿南里恵さん
が、闘病生活のこと、家族
とのかかわりなどを語っ
た。
　子宮頸がんのことを知っ
ても、どのようにして検診
を受けたらいいか、検診っ
て何をするのか、わからな
いと、「不安」が先に立って
どうしても足が遠のく。
　そんな疑問を解消しよう

真剣に考えていた。
　シンポジウムは「横浜が、
神奈川が、日本の子宮頸が
ん予防を変える～私たちが
考え行動します～みんなで
守る　未来のあなた」と題
し、横浜市立大学医学部の
宮城悦子准教授が研究代表
者を務める厚生労働省の研
究班と、女子大生リボンム
ーブメントが一緒に実施し
た。
　宮城准教授らが、子宮頸
がんという病気のこと、検
診と子宮頸がんワクチン
（HPVワクチン）で予防で
きることなどについて講
演。続いて横浜市立大２年
の男子学生の司会で宮城准
教授ら３人の医師と、高校
生や大学生の男女６人が
「リアル☆トーク」を繰り広
げた。
　子宮頸がんのことを知ら
なかったという男子学生は
「会場に来ている男子がど
れくらい知っているのか知

診を受けに行く、という想
定で、お母さんとのやりと
りや、医療機関の予約のと
りかた、問診の様子などを
リボンムーブメントのメン
バーが演じた。宮城准教授
も、医療機関の医師役で
「声優」を務めた。
　研究の一環として、この
シンポに参加した学生たち
が１カ月の間に、どんな行
動をとったのか、知らせて
もらうはがきを配布。メー
ルでも連絡できるようにし
て追跡調査。今後の研究活
動にいかすことにしてい
る。

「リアル☆トーク」では男子学生がコーディネータ
ーを務め、子宮頸がんについて高校生や大学生が医
師と本音で語り合った＝１月14日、横浜市磯子区

最新の研究成果が相次いで報告されたがん臨床研
究成果発表会＝１月19日、東京・築地

　厚労省研究班と女子大生リボンムーブメントがシンポでリアルトーク　
「子宮頸がん予防は横浜、神奈川から」

とリボンムー
ブメントが考
えたのが、ア
ニメのスライ
ドをつかった
「紙芝居」。こ
のシンポに参
加した女子大
生が後日、検

学部や診療連
携拠点病院の
医師ら66人
が発表した。
　がん医療で
は、化学療法
や放射線療
法、外科療法
などの研究開
発はもちろん
のこと、患者

最新の研究成果を66人が発表
厚生労働科学研究がん臨床研究成果発表会

新たな治療法や
地域で患者を支える仕組み
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　日本航空（JAL）は１月
13日、子宮頸がん予防を
呼びかけるキティちゃんを
機体に描いた特別ジェット
「Hellosmile� JET」　１機
（ボーイング777-300型機）
を国内線に就航させた。
JALは、エフエム東京とサ
ンリオが展開している子宮
頸がん予防啓発プロジェク
ト「Hellosmile」（日本対が
ん協会など後援）のオフィ
シャルエアラインとして啓
発活動に力を入れていて、
今度は空から訴えることに

専門家会議の鈴木光明・自
治医科大学教授（産婦人科）
や塩見知司・日本対がん協
会事務局長らも出席し、予
防啓発の重要性をアピール
した。

なった。
　描かれているのは、
「Hellosmile」の応援キャラ
クターである横顔のキティ
ちゃんと「Hellosmile」のロ
ゴ。機体の後ろの方、やや
下側に、縦　約1.9ｍ、横
約7.4ｍにわたってあしら
われている。
　横顔のキティちゃんは、
このプロジェクトのために
特別にデザインされたもの
で、その瞳が見つめる未来
に幸せを、という子宮頸が
ん予防の願いが込められて

いる。
　主要就航路線は、羽田＝
札幌（新千歳）、羽田＝大阪
（伊丹）、羽田＝福岡、羽田
＝沖縄（那覇）で、期間は約
１年。機内では、ハローキ

「子宮頸がん検診を受けましょう」
キティちゃんが空から呼びかけ JALが特別ジェット

子宮頸がん予防を訴える横顔キティちゃんが描か
れたJALの「Hellosmile JET」＝日本航空提供

中釜斉・国立がん研究センター研究所長の講演を聞く出席者＝１月15日、
東京・有楽町の有楽町朝日ホールスクエアＢ

ティのぬいぐるみ
が搭乗客を迎え、
子宮頸がん予防の
大切さを訴える。
　13日に羽田空
港で開催されたマ
スコミ向けのお披
露目には、子宮頸
がん征圧をめざす

　がん患者・家族を支援す
るイベントとして普及しつ
つあるリレー・フォー・ライ
フの2011年の終了会議が
１月15日、東京・有楽町で
開催された。この年に開催
された全国27地域の実行
委員や、全国実施事務局の
ボランティアスタッフら
50人が参加し、１年間の
活動を総括するとともに、
2012年の実施に向けて意
見が交わされた。

人たちが一生懸命に集めた
寄付には、がん患者・家族
を支援しようという願いが
込められている。対がん協
会側では、寄付の使途につ
いて「プロジェクト未来」研
究助成金としてがんの基
礎・臨床研究などに用いる
ことや、さらなる透明性を
検討していくことなどが説
明された。
　会議では、日本癌学会広
報委員長を務める中釜斉・
国立がん研究センター研究
所長ががん研究などについ
て講演。日本でも基礎的な
研究で治療薬につながる
「芽」が出ている例を紹介し
ながらも、実際に薬として
広く使えるようにするには
まだまだ課題が多く、その
「芽」を育てるプロセスは海
外で実施されていることを
指摘。臨床につながる研究
基盤の拡充の必要性を訴え
た。

　各地の実行委員会ととも
にリレー・フォー・ライフを
実施する日本対がん協会の
箱島信一理事長があいさ
つ。対がん協会側から27
地域のリレー・フォー・ライ
フの参加者は計約３万
9000人で、おおよその寄
付額は2500万円といった
実績が報告された。
　各地の実行委員からは、
実施にあたっての苦労や楽
しかったことなどを交えな

がら自己紹介した。その
後、実行委員会をどのよう
に運営するか、寄付をいか
にして集めるか、参加チー
ムの呼びかけは……といっ
た実践的な課題が話し合わ
れた。
　大きなテーマになったの
が、寄付金に関すること。
総収入に占める寄付額（日
本対がん協会並びにアメリ
カ対がん協会）を示す寄付
率について、対がん協会側
は50%という数字を目標に
掲げたのに対し、70%を上
回る高い寄付率だった地域
もある一方で、20%を下回
る地域もあった。リレーの
会場に設営するテントの借
り方やステージの運営など
について、さまざまな意見
が交わされた。
　さらに、その寄付の使途
や公開の方法などについて
の質問も相次いだ。各地の
実行委員やボランティアの

実行委員会の運営は、寄付の集め方は、情報公開のあり方は……
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