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主な内容

２面 子宮頸がん検診 米専門家組織
が細胞診・HPVテスト併用を推奨
３面

がん征圧スローガン決まる

４〜５面

子宮頸がんワクチン
アンケート結果分析

めざせ「日本版グリベック」 今年度の日本対がん協会の事業計画

がん研究を支援する「リレー・フォー・ライフ プロジェクト未来」
研究助成金 ４月中に公募を開始

日本対がん協会は、がん
の治療法の開発につながる

的な研究を中心にしたい考
えだ。日本癌学会の協力の

がん研究を支援する
「リレ
ー・フォー・ライフ プロジ
ェクト未来」
研究助成金を
設けた。３月12日に開催
された日本対がん協会の理
事会で承認された。１件の
研究につき300万円を上限
に、今年度は総額1500万
円の助成をめざす。近く公
募を始め、審査のうえで助
成対象の研究を決定する。
この研究助成金は、日本
対がん協会が、各地のがん
サバイバーや支援者らでつ
くる実行委員会と一緒にな

下、癌学会のメンバー、リ
レー・フォー・ライフ全国実
施事務局員、日本対がん協
会事務局員による選考委員
会を設置。研究者らからの
申請を審査し、秋には助成
対象の研究を決定する方針
だ。
公募は４月半ばから始
める予定。日本対がん協
会のホームページなどで
申請の要件や申請書式を公
表する。問い合わせは、日
本対がん協会
「リレー・フォ
ー・ライフ プロジェクト

た。
日本では、日本対がん協
会とアメリカ対がん協会
（A C S）
とパートナーシッ
プのもとで2006年に茨城
県つくば市で試行された。

込まれている。
A C Sもがん研究を助成
しており、白血病の画期的
な治療薬グリベックの開発
にもつながったほか、ノー
ベル賞を受賞した研究も数

って開いているがん患者支
援イベント「リレー・フォ
ー・ライフ」
に寄せられた寄
付をもとに、日本癌学会な

未来」
研究助成金係（電話
03-5218-4771）
へ。
リレー・フォー・ライフ
は、がん患者・家族の方々

患者・家族・支援者の交流
の場になったり、医療者の
協力を得てセミナーを開く
などがんを学ぶ場になった

多い。
日本のリレー・フォー・ラ
イフにかかわる人たちの願
いも、がんの画期的な治療

どの協力を受けて運営す
る。

を支援するための寄付を募
るのを主な目的とした24

りしている。急速に各地に
広がりつつあり、昨年は

法の開発にあり、自分たち
の活動が、グリベックのよ

助成の対象は、がんの基
礎研究、臨床研究、患者・
家族のケアに関する研究。
第１回目の今年度は、基礎

時間のイベント。米国の医
師がグラウンドを一周走る
ごとに友人に寄付を呼びか
けたのがきっかけで始まっ

27カ所を数えた。東日本
大震災の被災地の福島や宮
城でも開催された。今年は
40カ所近くでの開催が見

うな治療法、いわば
「日本
版グリベック」
の実現につ
ながることが大きな希望に
なっている。

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
を開設しています。祝日を除い
ン」
（☎03−3562−7830）
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。

助成

03−3562−7830

対象

祝日を除く毎日

事業

がん相談ホットライン

リレー・フォー・ライフ
プロジェクト未来研究助成金の概要

日本対がん協会と各地の実行委員会が主催す
るがん患者支援イベント「リレー・フォー・ライ
フ」に寄せられた寄付をもとに運営する
画期的ながん治療法や患者のQOL改善を目指
す研究（基礎研究、臨床研究、患者家族のケア
に関する研究）

１研究あたり最高300万円。総額1500万円。
研究が複数年にわたる場合は年度ごとに申請
（最長５年）

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、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。
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細胞診とHPVテストの併用を推奨
米専門家組織が勧告

がん検診の手法などに大
きな影響を与える米国の専

USPSTFの勧告のポイ
ントは３つある。

U S P S T Fは
「21～65歳
で、細胞診を３年毎に行う

さらに
「21歳未満への検
診の弊害もある」
としてい

門家組織
「米国予防医学特
別作業部会
（USPSTF）
」
は
このほど、子宮頸がん検診

１つ目は、
「21～65歳に
対しては細胞診による検診
を３年毎に行う。30～65

ことで子宮頸がんの発生率
と死亡率を大幅に減らせ
る、という説得力のある証

る。また、30歳未満への
H P Vテストを勧めていな
いのも、弊害が理由の一つ

に関する勧告を公表した。
最も大きな特徴は、
「検
診を５年間隔に延ばすため

歳の検診間隔を５年に延ば
すには細胞診とHPVテス
トを併用する」
。

拠がある 」
とし 、加えて
「30～65歳では、細胞診と
H P Vテストを併用するこ

になっている。
若い層では、HPVの感
染率が他の年代に比べて高

には細胞診とHPVテスト
の併用を推奨する」
とした
点。従来は、
「現在の科学

次いで、
「21歳以下には
検診は推奨しない。65歳
以上についても、これまで

とで検診間隔を５年に延ば
しても、細胞診単独の検診
を３年毎に実施するのと同

いものの、子宮頸がんの発
生率・死亡率が他の年代よ
りも少ない。

的な根拠では判断できな
い」
（推奨レベルＩ）
だった
が、今回は
「子宮頸がんの
発生率と死亡率を減らす十

適切な間隔で検診を受けて
きて、とくにハイリスクと
認められない場合は検診を
推奨しない」
。

様のメリットがある」
と説
明している。
21歳以下の検診を勧め
ていないのは、
「21歳未満

つまり若い層でHPVテ
ストを実施しても臨床上意
味のない
「陽性」
が増えると
いう
「過剰検診」
の懸念があ

分な証拠がある」
と判断し、
「推奨レベルＡ」
に引き上げ
た。日本での子宮頸がん検
診をめぐる議論に影響を与
えそうだ。

３つ目は
「HPVテストを
単独で実施したり、30歳
以下に細胞診とHPVテス
トを併用したりするのは推
奨しない」
。

で検診を行っても、21歳
から実施した場合と比較し
て子宮頸がんの発生率や死
亡率を減少させない、とい
う十分な根拠がある」
から。

る一方で、検診本来の目的
である子宮頸がんの発生
率・死亡率の減少につなが
らないと判断したとみられ
る。

対象

USPSTFおよびACS/ASCCP/ASCPガイドライン

推奨内容

USPSTF推奨内容
検診は推奨されない。
推奨レベル：Ｄ

ACS/ASCCP/ASCP推奨内容
初交年齢やその他の危険因子にかかわらず、検診
は推奨されない。

21～29 歳

３年毎の細胞診を推奨する。
推奨レベル：Ａ

３年毎の細胞診を推奨する。

30～65歳

３年毎の細胞診、または受診間隔の延長
５年毎の細胞診とH P V検査（併用検診）
（ 望まし
希望の女性に対しては、５年毎の細胞診
い）または３年毎の細胞診単独受診（可）を推奨す
とHPV検査の併用検診を推奨する。
る。
推奨レベル：Ａ

66歳以上

過去の検診結果が確実に陰性であり、過去20年間
過去に適切な検診受診歴があり、検診結
にCIN２以上の履歴がない女性は検診を受けるべ
果に異常が見られなかった女性に対して
きではない。いかなる理由があっても、たとえ新
は、検診は推奨されない。
しいセクシャルパートナーを得た場合でも、検診
推奨レベル：Ｄ
は再開すべきではない。

子宮全摘出術を受
けた女性

高度異形成（CIN２以上）または子宮頸が
んの履歴がない、子宮全摘出術を受けた
女性に対しては、検診は推奨されない。
推奨レベル：Ｄ

21歳未満

CIN２以上の異形成の履歴がない、頸部を含む子
宮全摘出術を受けた女性は子宮がんの検診を受け
るべきではない。過去の検診結果が確実に陰性で
あることのエビデンスは必要ない。いかなる理由
があっても、たとえ新しいセクシャルパートナー
を得た場合でも、検診は再開すべきではない。

HPVワクチン接種 HPVワクチン接種を受けた女性は、引 HPVワクチン接種を受けた場合でも、推奨され
を受けた女性
き続き検診を受ける必要がある。
ている検診手順は変えるべきではない。
※USPSTFの推奨レベルについて：
Ａ：実質的なメリットがあり、効果が高いと認められ、実施を推奨する。
Ｂ：メリットがかなり認められる。実施を推奨する。
Ｃ：患者の状況によって医師による判断がある場合に、実施の可能性がある。
有用性は現時点では証明されておらず，行うよう勧めるだけの根拠が明確でない。
Ｄ：メリットがないか、デメリットがメリットを上回る。実施は推奨しない。
Ｉ：現在のエビデンスでは判断できない。
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「がんで泣くより 笑って予防」
今年度のがん征圧スローガンは北海道の菊地さんの作品

「がんで泣くより 笑っ
−今年度のがん
て予防」
征圧スローガンが決まりま

月のがん征圧全国大会
（高
松市）
で表彰されます。
スローガンは、各支部５

いました。34支部から寄
せられた1 5 2作品につい
て、日本対がん協会内で審

した。日本対がん協会グル
ープ各支部から寄せられた
作品を日本対がん協会内の

作以内を原則に送ってもら

議・投票し、最優秀作１作

審査委員会で審議・投票し
た結果、最優秀作に北海道
対がん協会の菊地浩吉会長
の作品が選ばれました。９

［最優秀作］がんで泣くより 笑って予防
［優 秀 作］気づかない 病気の芽をつむ がん検診
がん検診 家族を守る 愛言葉
元気です！ そんな今こそ がん検診
たすけあう 地域の絆で がん予防
安心と 未来につながる がん検診

危 険 な サ イ ン は？
生活習慣の見直しは？

「もっと知りたい大腸がん」を発行

日本対がん協会がん臨床
研究推進室は、近年増えて
いる大腸がんのことを分か
りやすく解説した小冊子

ぼ100％治る」
と指摘。早

― あなたを守る検診と生活改善 ―

厚生労働科学研究
（がん臨床研究）
推進事業
公益財団法人

日本対がん協会

監修：武藤

徹一郎

公益財団法人 がん研有明病院メディカルディレクター
公益財団法人 日本対がん協会副会長

（北海道・菊地浩吉）
（宮城・佐藤真由美）
（山梨・石井恭子）
（鳥取・山下京子）
（香川・渡邊亮介）
（大分・内野浩文）

啓発冊子

人、女性２万317人で、こ
本対がん協会の
「がん相談
の半世紀で男性は約７倍、 ホットライン」
（☎03-3562女性は約６倍になり、がん
7830）
などを紹介。家庭や
による死亡の中で男性は３
職場に一冊あれば大腸がん
位、女性は2003年以来ト
に関するちょっとした疑問
ップになっている、と紹
を解決するための手引きに
介。増加した要因として、 もなる。
肉類をはじめ動物性脂肪の
B6判、36ページ。24万
摂取が増えた一方で、繊維
部制作し、日本対がん協会
質の多い野菜を食べる機会
グループ支部やがん診療連
が減ったことを挙げてい
携拠点病院に配布した。問
る。
い合わせは日本対がん協会
しかし、
「早期に発見し （☎03-5218-4771）
へ。
て、早期に治療すれば、ほ

もっと知りたい
大腸がん

と優秀作５作が次のように
決まりました
（敬称略、地
名は支部名）
。

「もっと知りたい大腸がん
期の段階では症状がほとん
－あなたを守る検診と生活
どなく、
「大腸がんの発生
改善－」
を発行した＝写真。 が増える4 0歳以上」
では
日本対がん協会の副会長 「年１回検診」
を強く勧めて
でもある武藤徹一郎・がん
いる。
研有明病院メディカルディ
レクターの監修で、早期発

「危険なサイン」
として、
便に血や粘液が混じった

見に欠かせない検診のこ
と、生活習慣との関連、治
療法などをグラフやイラス
トを使って説明している。

り、下血したりした時や、
下痢と便秘を繰り返すなど
の症状を挙げ、そういう場
合には
「痔かなと自己判断

厚生労働科学研究
（がん
臨床研究）
推進事業の一環

しないで、大腸がんを疑っ
て医療機関で検査を」
と促

として制作した。
大腸がんによる死亡は
2010年には男性２万3921

している。
さらに各地のがん診療連
携拠点病院の相談窓口や日

日本対がん協会

◇
「がん臨床研究推進事業」
には①厚生労働科学研究の
補助金を受けた研究者が研
究成果を分かりやすく解説
する②がん医療の地域格差
をなくす−という目的が
ある。日本対がん協会は事
務局として30件の発表会
や研修会をサポート。１月
にはがん臨床研究成果発表
会を開催し、研究者66人
が成果を発表した。

ピアサポーターの養成テキスト策定へ

日本対がん協会が事務局を務める「がん総合相談
に携わる者に対する研修プログラム策定事業」は今
年度、研修テキストの作成など具体的な内容を詰め
ることになった。１月に開催された策定委員会で、
さらなる議論が必要と判断された。
また今年度は、研究機関や学会、がん拠点病院、
患者団体、自治体など、実際に相談をするにあたっ
て関係する組織と連携し、テキスト内容や相談の実
施方法などを検討する予定もある。
この事業は、厚生労働省が、がん体験者や家族ら
がピアサポーター（相談員）となってがん患者の相談
にのるスキルを身につけるための研修プログラムを
作ろうと、2011年度に日本対がん協会に委託した。
がんサバイバーや学識経験者らで構成する策定委員
会で様々な課題などを論議している。
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相変わらず若い世代で低い認知率 子宮頸がんの理解
2011年度の啓発が前年度より不足か 子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）アンケート集計

日本対がん協会

若い世代に対する啓発強化が喫緊の課題−日本対がん協会が子宮頸がん検診受診者を
対象に実施した2011年度の子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）に関するアンケートで、こ
んな課題が改めて示された。前年度も同様の傾向だが、11年度は全年齢での理解度もやや
低下しており、啓発活動が不足していた印象が否めない。この結果を受け、日本対がん協
会では、若い世代を対象とした積極的な子宮頸がん啓発活動の検討を始めた。
アンケートは、日本対が
ん協会グループの支部の協
力を得て、各支部で子宮頸
がん検診を受けた人を対象

に実施した。21支部から
回答を得た１万4211人分
を分析した。回答者の年代
は、20代が5.7%（814人）
、

30代16.7%
（2378人）
、40代
1 9 . 9 %（ 2 8 2 5 人）
、5 0 代
2 3 . 1 %（ 3 2 8 5 人）
、6 0 代
21.4%
（3036人）
、70代以上

子宮頸がんの原因はHPV 認知度は昨年度より低下
「子宮頸がんの原因はヒ 「いいえ」
は51.9%。前年度
トパピローマウイルス
（Ｈ
は「はい」
が51.8%で「いい
ＰＶ）
」
だと知っています
え」
は4 6 . 9 %だったので、
か、という質問に、
「はい」 「はい」
と
「いいえ」
が逆転し
と答えた人は 4 6 . 9 % で、 た形だ。
子宮頸がんの原因がヒトパピローマウイルス（HPV）である
ことをご存知ですか。
今年度

昨年度

「このウイルスが主に性
行為で感染し、性体験のあ
る人の８割は感染経験があ
る」
ことを知っていますか、
という質問には「はい」
が

7.6%（1075人）
、不明５%
（ 7 1 2人）
。1 0 代も 8 6 人
（0.6%）
いた。

46%で、
「いいえ」
は52.1%。
前年度は「はい」
が4 9 . 5 %
と、
「いいえ」
の48.1%をわ
ずかに上回っていたのと比
べると、こちらも
「認知度」
がやや低下の傾向にあっ
た。

このウイルスは主に性行為で感染し、性体験のある人の８
割は感染経験があることをご存知ですか。
今年度

昨年度
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32人（47.1%）
いるとはい
え、ここにも昨年度の啓発
活動が一昨年度よりも不足
していたことが見て取れそ
うだ。
接種していない人に
「接
種しようと思いますか」
と
聞いたところ、「はい」
は
22.8%で、前年度の29%よ

未回答
（1.3%）

はい
（46.9%）
いいえ
（51.9%）

はい
（51.8%）
いいえ
（46.9%）

はい
（46.0%）
いいえ
（52.1%）

の3 7 . 5 %を大きく上回っ
ワクチンについては８割が「知っている」
た。とはいえ、
「はい」
は前
「子宮頸がんの発症を防
ワクチンについて知って
年度の65.1%より下がり、
ぐことが期待できるワクチ
いた人に、子宮頸がんの原 「いいえ」
は前年度の33.5%
ンのこと」
を知っていたか
因となるHPVの約７割の
より増えていた。
を尋ねたところ、
「はい」
が
感染を防ぐことを知ってい
ワクチンのことを
「どん
80.8%で、前年度
（80%）
と
るかどうか尋ねた結果は、 な方法で知りましたか」
と
ほぼ同じだった。
「はい」
が60.6%。
「いいえ」 いう質問への回答
（複数）
で

ワクチン接種は0.5% 2010年度の接種が多い傾向
ワクチンを接種していた
のは0.5%（68人）
だった。

接種者が少ないのは、子宮
頸がん検診の受診者に尋ね

り減少。反対に、
「いいえ」 て39.6%。30代は45.4%、
は 4 9 . 7 % で 、前年度の
40代は52.8%だった。
46.8%より増える傾向にあ
女の子をもつ人に、子ど
った。
もへの接種を勧めようと思
年代別では、「はい」
は
うかと尋ねた結果、
「はい」
20代が最も高くて34.6%、 は7 0 . 6 %で、「いいえ」
は
30代は30.1%、40代22.7%
21%だった。前年度はそれ
など。ただ20代でも
「いい
ぞれ76.1%、23%だった。
え」
と答えた人の方が多く 「はい」
が5.5ポイント下が

年代別にみると、子宮頸
H P Vであることを知って
がんの知識やHPVワクチ
いますか」
という問いに、
ンの情報などについて、 「はい」
と答えた人の割合が
20代が不足している傾向
最も少なかったのは80歳
が目立った。子宮頸がんを
以上で25%、次いで70代
発症する日本人女性は全年
の34.3%。その次に少なか
齢でみると近年減少気味な
ったのが20代の36.1%だっ
のに対し、若い世代は増え
た。
「いいえ」
は63.8%。つ
ている。情報が行き届いて
まり、20代女性の３人に
いないことが背景になって
２人は
「子宮頸がんの原因
いることが改めて浮き彫り
はHPV」
だと知らないこと
になった形だ。
になる。この傾向は前年度
「子宮頸がんの原因は
も同様だったが、2011年
子宮頸がんの原因がヒトパピローマウイルス（HPV）
である
ことをご存知ですか。
はい

ったものの、
「接種済み」
の
8.4%（658人）
と
「はい」
を足
すと79%になった。接種済
みの子どもの年齢は、13
～15歳が41.8%、16～18歳
が38%。その多くが平成23
年度の接種なので、公費助
成が大きく影響したことが
うかがえる。

このウイルスは主に性行為で感染し、性体験のある人の８割
は感染経験があることをご存知ですか。
100
（%）

はい
いいえ

はい
（49.5%）
いいえ
（48.1%）

最も多かったのがテレビで
7 0 . 1 % 、次いで新聞の
35.8%だったが、それぞれ
前年度より、5.6ポイント、
４ポイント下がっていた。
その一方で、
「医療機関」
を
挙げた人は14.3%で、同5.1
ポイント増えていた。

ているので比較的年齢の高 「 平 成 2 3 年 度 」
が９人
い層が多いことが影響した （13.2%）
で、
「平成22年度」
とみられる。ただ、いつ接
の24人
（35.3%）
よりかなり
種をしたのか尋ねた結果、 少なかった。不明な人が

（5）

歳以上の31.3%に次いでい
た。
HPVワクチンのことを
度は
「はい」
の割合が低下す
知っていた割合は20代が
る傾向にあった。
6 5 . 6 % と、8 0 歳以上の
30代、40代になると
「は
53.1%に次いで低く、全年
い」
の割合が50%を超え、 齢の80.8%を大きく下回っ
50代は47.4%。20代よりか
ていた。
なり高かった。
知っていた人に、
「
（子宮
「このウイルスは主に性
頸がんの原因となる）
HPV
行為で感染し性体験のある
の約７割の感染を防ぐこ
人の８割は感染経験があ
と」
を知っているかどうか
る」
ことを知っていますか、 を尋ねた結果も、20代は
という質問に
「はい」
と答え 「はい」
の割合が45.7%と40
た20代は36.1%。20代の低
代、50代よりも低かった。
さはここでも目立ち、80

いいえ

未回答
（2.4%）

未回答
（1.9%）

（第三種郵便物認可）

「子宮頸がんの原因はHPV」
「性行為で感染し性体験のある女性の８割は感染経験あり」
子宮頸がんの基本的な情報 20代の過半は知らずワクチンについても認知度が低い傾向

100
（%）

未回答
（1.1%）
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10代以下 20代

30代

40代

50代

60代

70代 80代以上

10代以下 20代

30代

50代

60代

70代 80代以上

いまでも、知識のある人の
方が、行動に移す割合が高
人）
。人数が少く、評価す 2767人で、知らなかった い傾向がみられた。
るのは難しいが、子どもが 人は2734人。
「ワクチンを接種してリ
接種を受けている人の場合
これには差がみられなか スクを下げ、定期的な検診
には、
「はい」
が483人で、 ったものの、
「子どもに接 を受けて子宮頸がんを予防
「いいえ」
は174人だった。
種を勧めようと思わない」 する」
という意識を定着さ
女の子をもつ人で
「子ど 人
（1647人）
のうち、
「子宮 せるには、子宮頸がんのこ
もに接種を勧めようと思 頸がんの原因はHPV」
だと とを正しく理解することが
う」
人（ 5 5 3 0 人 ）
のうち 、 知っていた人は623人で、 欠かせず、より積極的な啓
「子宮頸がんの原因はＨＰ 知らなかった人は1006人。 発活動が望まれる。
Ｖ」
だと知っていた人は
まだ顕著な差とはいえな

「理解がある」
→
「ワクチン接種」
「子どもに勧める」
子宮頸がんに対する知識
と、ワクチン接種などの行
動に関係があるかどうか
を、調べてみると−。
ワクチンをすでに接種し
ていた68人のうち、
「子宮
頸がんの原因はHPV」
だと
知っているかどうかを知っ
ていたのは46人で、21人
は知らなかった
（不明は１

40代

（6）

（第三種郵便物認可）
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被災地支援を継続 リレー・フォー・ライフではブロック・スタッフの新設
……2012年の事業計画
がん教育に注力
日本対がん協会理事会が承認
公益財団法人日本対がん協会は３月12日に理事会を開催し、2012年度の事業計画を承認した。東日本大
震災の被災地支援を継続する一方で、子どもたちにがんのことを教えるがん教育を充実させるなど、様々な
企画を展開する。

ワンワールドプロジェクト

に教える
「がん教育」
の拡充

禁煙

険会社や禁煙補助剤メーカ

東日本大震災で被災した
がん患者を支援する
「ワン

を図る。東京大学病院の中
川恵一・准教授が各地の学
校を訪ねる
「がんの出前授

禁煙活動もがん教育との
関係が深い。子どものうち

ーとタイアップし、シンポ
ジウム開催やポスター制作
を考える。

ワールドプロジェクト」
を
今年度も継続させる。
これまでに届けたウイッ

業」
を、朝日新聞紙面で紹
介する企画
「ドクタービジ
ット」
を５校程度で開催す

から喫煙の害、たばこに手
を出さないことを学ぶこと
が欠かせないからだ。朝日

禁煙に関しては、
「がん
対策推進基本計画」
の変更
案に喫煙率を10年以内に

グや帽子などを手入れし
て、より多くのがん患者に
利用してもらえるようにし

る。
その中川准教授が監修し
たがん教育DVD
「がんちゃ

学生新聞社が８月に学習院
女子大学キャンパスに
8000人の子どもを集めて

12％へと、
現在よりも４割
近く減らすことが盛り込ま
れ、家庭や職場、飲食店で

主催するサマースクール企
画と連携し、日本対がん協
会が
「親子で学ぶがん教育」
を開催することを検討。保

の受動喫煙にも目標が盛り
込まれた。日本対がん協会
では、この機会をとらえて

んの冒険」
の評価は高く、
たり、被災した人たちが互
これまでに6000枚以上が
いに助け合えるよう、ケア
中学校を中心に無償配布さ
用品作りの講習会を開いた
「出前
りすることを企画している。 れた。中川准教授の
授業」
もこのDVDを中心に
こうした活動を、がん患
展開しており、がん教育に
者同士がコミュニケーショ
関する教材が不足する中で
ンを図れる
「がんサロン」
の
への期
実現につなげていきたい考 「がんちゃんの冒険」
待は高い。
えだ。
がん教育への関心は高
「ワンワールドプロジェ
い。我が国のがん対策の基
クト」
は昨年度、全国のが
本となる
「がん対策推進基
んサバイバーらから寄せら
本計画」
の変更案にも取り
れたウイッグやケア用品に
組むことが盛り込まれた。
加え、日本対がん協会が購
各地で策定されているがん
入した医療用の下着などを
条例にもがん教育の大切さ
被災地の医療機関を通じて
がうたわれている。日本対
届けるという物資の支援を
がん協会では、全国の支部
中心に展開した。
と連携した地域でのがん教

がん教育

がんのことを子どもたち

育にも取り組む構えだ。

禁煙への関心を高める。

リレー・フォー・ライフで
「ブロック・スタッフ」
趣旨の周知徹底を図るた
め、全国を６ブロックにわ
け、リレー・フォー・ライフ

がん患者・家族を支援す
るイベント「リレー・フォ
ー・ライフ」
への関心は年々
急速に高まり、2012年は
全国40カ所近くでの開催
が見込まれている。2011
年の27カ所から10カ所ほ
ど増えることになる。
各地での開催にあたって

の開催などに詳しい人を
「ブロック・スタッフ」
とし
て配置。それぞれの地域で
開催を指導したり相談にの
ったりする。
４月下旬にはアメリカ対

は日本対がん協会の担当者
が出向いてアドバイスなど
を行ってきたが、これだけ
の数になると目が行き届か

がん協会の国際リレー・フ
ォー・ライフ担当トレーナ
ーによる講習会を開き、ボ
ランティア指導者の養成に

なくなりかねない。リレ
ー・フォー・ライフの本来の

力を入れる。

その他の主な事業
今年10年の節目を迎える。
「ピンクリボン」の認知度は高まり、40～60歳の乳がん検診受診率
は40%前後と伸びている。さらなる受診率の向上をめざし、仙台、東京、名古屋、神戸で開催
する。
乳がん征圧に向け、
企業と連携した活動も増えている。日本対がん協会が独自に発行するマ
ほほえみ基金
ンモグラフィ検診無料クーポン券への注目度も高く、今年は１万枚の発行を計画。各地のイ
ベントなどで配布する。
若い世代を中心にした啓発活動をさらに積極的に展開する。女子大生リボンムーブメントは
子宮頸がん基金 北海道、
仙台、
名古屋などに広がり、各地域で啓発イベントを企画・実行できるよう、リーダー
養成をめざす。
今年は香川県総合健診協会と一緒に９月14日に高松市で開催する。前日の13日に開催する記
がん征圧全国大会
念シンポジウムでは昨年の鹿児島大会から引き継ぐ形で「がん検診」をテーマに議論する。
ピンクリボン
フェスティバル

