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リレー・フォー・ライフ ジャパン2012開幕へ
プロジェクト未来もスタート 新たなステップへ
「リレー・フォー・ライ
フ ジャパン2012」が５
月12、13日、熊本（白川
公園）で幕を開ける。今年
は、昨年の27カ所を大き
く上回る40カ所近くでの
開催が見込まれる。寄せら
れた寄付をもとに、がん研
究を助成する「リレー・フ
ォー・ライフ プロジェク
ト未来」研究助成金の公募
も始まり、リレー・フォ
ー・ライフが飛躍する節目
の年になりそうだ。
（８面に
関連記事）
熊本に続いて５月1 9 、
20日には茨城・つくば市
で、８月には北海道で３カ
所開催される。９月はまさ
に「リレー・フォー・ライ
フ月間」
。全国22カ所での
開催が９月中に予定され、
1 5 、 1 6 日には 、北は岩
手・一関から南の鹿児島ま
で10カ所の開催が集中す
る。
その一つ、横浜では、実
行委員長にアグネス・チャ

ンさんが就任、地元とあっ
て「大いに盛り上げましょ
う」と張り切っている。実
行委員会に出席し、さまざ
まな提案をするなど、議論
をリードしている。
会場は、横浜の顔の一
つ、山下公園ということも
あって、
「観光客にもアピ
ールしてリレーを全国に発
信する拠点に」と意気込
む。
今年は日本でのリレー・
フォー・ライフにとって、
大きなステップの年にな
る。ずっと検討を進めてき
た「プロジェクト未来」の
企画の中で、がん研究を支
援する研究助成金の公募が
始まった。リレー・フォ
ー・ライフに集う人たち、
支援する人たちの
「希望」
を
実現し、
未来をひらくプロ
ジェクトだ。
今年度の助成は総額
1500万円
（上限）。
リレー・
フォー・ライフ発祥のアメ
リカでは、アメリカ対がん

がん相談ホットライン

祝日を除く毎日

03−3562−7830

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。
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（4月26日現在）

白川公園
つくば市研究学園駅前公園
野幌総合運動公園
函館市緑の島
道の駅「みたら室蘭」隣接広場
信州スカイパーク内「やまびこドーム」
福島県立医大体育館
農業者トレーニングセンター「緑の広場」
芦屋川西運動場
観自在王院跡（平泉・毛通寺前）
川越水上公園芝生広場
宇都宮城址公園
山下公園
八千代市総合運動公園多目的広場
梅小路公園芝生広場＆緑の舘
海の中道海浜公園光と風の広場
スポーツ公園「大芝生広場」
北川運動公園（雨天は体育館）
ウォーターフロントパーク（鹿児島市）
県立但馬ドーム
旧長泉高校グラウンド
府営二色の浜公園「球技広場」
福山すこやかセンター福山市立東中学校東グラウンド
暮らしの杜（JR岡崎駅東口）
新町川水際公園周辺
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
長野市城山公園ふれあい広場
北谷町陸上競技場

協会が200億～300億円と
も言われる巨額の研究費を
投じている。これに少しで
も近づき、画期的な治療法
の開発につながる研究・開
発を後押しするためにもさ
らなる普及が欠かせない。
がん患者や家族、その支
援者らが一同に集まり、交
代で24時間にわたって歩

くなどのイベントを通じ、
新たに絆を深めあうリレ
ー・フォー・ライフ。がん
征圧への切なる願いをこ
め、より多くの人々にリレ
ー・フォー・ライフを知っ
てもらい、各都道府県での
開催めざして各地の実行委
員、ボランティアらの奮闘
が始まっている。

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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乳がん検診の適切な内容は？
2009年度の検診をフォローアップ
〜がん検診の実施状況より〜
乳がん検診で、マンモグ
ラフィ検査（乳房Ｘ線検
査）を用いた内容と、そう
でない場合を比べたとこ
ろ、がんの発見率や早期が
んの発見ぶりに違いがある
ことが、日本対がん協会グ
ループの各支部が2009年
度に実施した乳がん検診の
追跡データの分析で浮かび
上がった。
乳がん検診は、国の指針
では「問診、マンモグラフ
ィ検査、視触診の併用」が
基本とされている。しか
し、検診の実施主体（自治
体など）によってその内容
に差があるのが実情だ。今
回の分析は、対象者数、年
齢などの偏りは否定できな
いものの、受診者数の多さ
に特徴がある。こうした分
析を重ねることが、受診者
の負担が軽く、かつ費用対
効果に優れた検診方法を考
えるうえで欠かせないデー
タになりそうだ。

126万5千人の検診
がん発見は3千人
分析は、41支部あわせ
て126万5713人分のデータ
を対象に実施した。
精密検査が必要とされた
のは８万1143人（要精検
率6.4％）
。精密検査を受け
たのは７万480人（精検受
診率86.9％）で、見つかっ

たがんは3071人。受診者
全体の中での発見率は0.24
％、精検受診者中の発見率
は4.36％。０期とⅠ期をあ
わせた「早期」は1828人
で、早期の割合は59.52％
だった。

エコー
（超音波）検査」
（５
4334人）は、要精検率8.7
％で、がん発見率は0.30
％。発見したがんを精検受
診者数をもとに計算すると
3.89％。
早期の割合は72.05
％だった。
「エコー検査単独」
（８万
視触診だけ
2680人）は、要精検率4.0
「早期は45％」
％で、がん発見率は0.08
％。発見したがんを精検受
マンモだけ
診者数をもとに計算すると
マンモと視触診
2 . 2 3 ％ 。早 期 の 割 合 は
「早期は６割近く」
57.14％だった。
これを検診の内容別に調
「視触診とエコー検査」
べてみると（受診者数が （３万6833人）は、要精検
１万人以上のケース）
――。 率4.3％で、がん発見率は
「視触診単独」
（ 受診者
0.07％。発見したがんを精
４万2298人）は、要精検
検受診者数をもとに計算す
率3.9％で、がん発見率は
ると2.14％。
早期の割合は
0.22％。発見したがんを精
51.85％だった。
検受診者数をもとにして計
これらのデータを比較す
算すると7.14％。早期の割
ると、特徴的なのが、
「視
合は44.57％だった。
触診単独」で発見したがん
「マンモグラフィ検査単
のうち、早期の割合が50
独」
（ 32万9418人）は、要
％を下回っていることだ。
精検率5.9％で、がん発見
ほかがすべて50％を超え
率は0.22％。精検受診者を
ている。マンモグラフィ検
もとに計算すると4.20％。 査単独、視触診とマンモグ
早期の割合は58.17％だっ
ラフィ検査がそれぞれ
た。
58.17％、59.86％と60％近
「視触診とマンモグラフ
くを占めていることと対照
ィ検査」
（71万7300人）は、 的だ。
要精検率7.0％で、がん発
対象者は少ないものの、
見率は0.28％。発見したが
早期の割合が最も高かった
んを精検受診者数をもとに
のが、
「マンモグラフィ検
計算すると4.60％。早期の
査とエコー検査」で、
割合は59.86％だった。
72.05％だった。
「マンモグラフィ検査と
発見率を比べてみると、

視触診単独とマンモグラフ
ィ単独はともに0.22％、視
触診とマンモグラフィ検査
の併用では0.28％と高くな
った。マンモグラフィ検査
とエコー検査の併用では
0.30％とさらに高まる傾向
にあった。

受信者の年齢など
さらなる検討必要
今回の分析では、それぞ
れの検診を受けている人た
ちの年齢構成、定期的に検
診を受けている人の占める
割合、初回受診者の割合な
どは考慮していないため、
単純に比較して検診内容に
優劣をつけることは難しい。
ただ、視触診単独検診場
合には、早期のうちに発見
できる可能性が、他の検診
に比べて低いことがうかが
える。専門家の間では視触
診単独の検診が「害があ
る」と判断されていること
にもつながる。
マンモグラフィ検査を主
体とする検診を行うことが
標準的だと言えるが、日本
対がん協会では、他の年度
のデータを調べ、年度別の
比較検討、さらには年齢、
検診回数の差などを考慮し
て検討を重ね、単独で実施
した場合、他の検査を併用
した場合の詳しい比較を進
める方針だ。
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2010年度がん検診の実施状況③（4、5面に続く） 市町村検診の支部実施率
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がん検診を受けやすい環境整備など3項目を小宮山大臣に要望
−日本対がん協会ほほえみ大使のアグネス・チャンさん、塩見事務局長ら−
日本対がん協会ほほえみ
大使のアグネス・チャンさ
んらが４月12日、
小宮山洋
子厚生労働大臣に会い、が
ん対策の拡充を求める要望
書を手渡した。要望は、が
ん検診を受けやすい環境づ
くり▽子宮頸がん対策の継
続▽がん教育・禁煙教育に
よるがんの知識・意識をも
った子どもの育成－の３
項目。がん検診に関しては、
科学的根拠に基づいた効率
的な手法の検証を進めて導
入していくことを求めた。
日本対がん協会の塩見知
司・理事・事務局長、アグ

ネス・チャンさんが所属す
る「Ｔ＆Ａ」の金子力社長
らが同行した。
アグネス・チャンさんと
小宮山厚労相は、これまで
互いの活動を支援しあうな
ど、旧知の親しい間柄。大
臣就任後に面談を検討しつ
つも、互いに多忙で、日程
が合わず、この日になって
ようやく実現した。
がん検診に関しては、塩
見事務局長が、日本対がん
協会の各地のブロック会議
での議論を踏まえ、胃がん
検診に関して、バリウムの
誤嚥や便秘といった偶発

小宮山厚労相にがん対策の拡充を求める日本対がん協会ほほえみ大
使のアグネス・チャンや塩見知司・理事・事務局長（右）。左は金子
力社長

症、さらには回転台からの
国のがん対策推進基本計
転落といった危険性もある
画の変更案に関して、10
ことに触れつつ、受診率向
年後の喫煙率を1 2％と、
上をめざす改善策の検討を
現在より約４割削減する数
求めた。ヘリコバクター・
値目標が初めて盛り込まれ
ピロリの感染の有無などで
たことについて、塩見事務
胃がんのリスク判定を図
局長らが「ぜひとも数値目
る、いわゆる「ABC検診」 標を盛り込んだまま閣議決
についても、導入にあたっ
定を」と求めた。
ては科学的根拠の検証の必
第１期の計画策定の中で
要性を指摘した。
は明示することがかなわな
アグネスさんや塩見事務
かった経緯があり、たばこ
局長は、乳がん検診におけ
対策に熱心な小宮山厚労相
る視触診の必要性など、検
は「今度は大丈夫でしょ
診における医師の関与に関
う」と話した。
して、
「科学的根拠を検討
アグネス・チャンさんが
しつつ、医師不足などの社
今年のリレー・フォー・ラ
会的な問題を踏まえた対応
イフ in 横浜の実行委員長
を」などを要望。厚労省が
になったことを報告し、
設置するがん検診の検討会 「山下公園で開催するので、
と、日本対がん協会のがん
ぜひ参加してほしい」と希
検診委員会の活動を連携さ
望したのに対し、小宮山厚
せ、制度が高く、かつ受診
労相は「昨年は東京でのリ
しやすい環境づくりを目指
レー・フォー・ライフに参
すことを提案した。小宮山
加する予定だったのに、荒
厚労相も「前向きに検討し
天で参加できなかった。約
たい。関係部局はきちんと
束を果たしていないので、
対応するように」と指示し
今年はぜひとも参加した
た。
い」と話した。

北海道対がん協会に最新式の乳がん検診車
北海道対がん協会は今年
２月、北海道では初めてと
なる最新式フラットパネル
デジタルマンモグラフィ検
診車＝写真＝を導入した。
整備費用は6,552万円。う
ち1,155万円は、競輪とオ
ートレースを振興している
財団法人J K Aから補助を
受けた。
この検診車には、最新の
デジタルマンモグラフィ撮
影装置が装備され、高画質

の画像が得られるうえに、 離 れ た 遠 隔 地
従来のアナログシステムよ （113市町村）は、
りも検査効率が向上すると
２台の乳がん検診
期待される。マンモグラフ
車による巡回検診
ィのデジタル化により、遠
で行ってきた（年
隔診断などの最新の技術の
間約2 5 , 0 0 0件）。
利用が可能となり、広い北
このうち１台は
北海道対がん協会の新しい乳がん検診車
海道で高い精度の検診が可
2000年の購入で、
能になる。
全道を巡回し走行距離が
くの道民の検診が実施で
北海道対がん協会が実施
31万㌔を超え、老朽化が
き、乳がんの早期発見が期
する乳がん検診は年間約
進んでいた。
待できる。全道の受診率向
75,000件。札幌・旭川・釧
北海道対がん協会では
上につなげげたい」と話し
路のがん検診センターから 「新しい検診車で、より多
ている。
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「小宮山大臣 私たち女子大生の声を行政にいかしてください」
−女子大生リボンムーブメント代表
私たち女子大生リボンム
ーブメントは４月20日、
厚
生労働省に小宮山大臣を訪
ねて、子宮頸がん予防につ
いての要望書を手渡しまし
た。私たちが行っている女
子大生2000人アンケート
から、女子大生にとって大
学の健康診断時に子宮頸が
ん検診も受けられるように
すると受けやすいことが浮
かび、この声をぜひ大臣に
届けたいと思ったからです。

要望書の提出は、４月９
日に厚労省記者クラブで記
者会見をした際に秘書の方
にお目にかかったのがきっ
かけです。活動や想いを伝
えたところ、
「その想いを
大臣に」ということになり
ました。私たちの活動が、
多くの方々のご理解・ご支
援のうえに成り立っている
ことを再認識する機会にも
なりました。
大臣を訪ねたのは私と、

要

望

①大学等の高等教育機関での健診に、子宮頸がん検
診を導入する（選択制）
。
②若い女性が抵抗を感じないよう、看護師らも検診
を行えるように配慮する。
③大学等への配置のほか、産婦人科施設の少ない地
域で住民の利便性を図った検診機会が提供され
るよう、検診車など検診設備を整備する。
④子宮頸がん検診無料クーポン券の配布を継続し、
配布対象年齢を拡大する。
⑤思春期世代を対象に、子宮頸がんという病気やワ
クチン、検診のことを教える機会を拡充させる。

新井涼子
（横浜市立大3年）−
藤原聡子、山崎
史子、
東秀美、
中
村樹依、山本泰
之の６人です。
私たちは「日
本の子宮頸がん
予防を当たり前
にするため、こ
れからも活動を
小宮山大臣と一緒に記念写真を撮りました
（左から2人が筆者）
続けていきま
す」とお話ししました。大
が検診を受けやすいか、私
臣は「あなたたちが若者に
たちの声が届いていないか
子宮頸がん予防の大切さを
らです。地域によって違い
伝えることはとても重要で
があるかも知れません。
すよ。同世代に訴えかけら
東京都豊島区の担当の
れることでより心に響くで
方々と一緒に行っている啓
しょうし、行動にも移して
発活動では、効果も出てい
くれるのではないでしょう
ます。行政の方々と一緒に
か」とおっしゃってくださ
考えて行動していくこと
いました。私たち一人ひと
が、子宮頸がんを減らすこ
りの想いを真摯に聞いてく
とにつながっていくに違い
ださる心の温かい方でし
ない。小宮山大臣とお話を
た。
して、強く感じました。
20代の検診受診率はな
リボンムーブメントはこ
かなか上がりません。当事
れからも同世代や次世代に
者である私たちからみる
子宮頸がん予防の大切さを
と、
「大人」が考えた政策だ
伝え、若い世代の声を行政
けでは難しい気がします。 や医療者に届ける存在であ
どうすれば私たち女子大生
り続けたいと考えています。

今年もピンクリボン専用自販機で「ほほえみ基金」へ寄付を
東芝ビジネス＆ライフサービス
東芝ビジネス＆ライフ
サービス（神奈川県川崎
市）は３月30日、日本
対がん協会の「乳がんを
なくす ほほえみ基金」
に約1 1 2万円を寄付し
た。同社は2006年に東
芝グループ内でオリジナ

ル商品の「ピンクリボン
ミネラルウオーター」の
販売を始め、翌2007年
から、その収益金の一部
を同基金に寄付してい
る。また、ピンクリボン
自動販売機を会社の玄
関、ロビーなどに設置

し、ピンクリボンのアピ
ールに努めている。
同社のこのＣＳＲ活動
は、東芝グループで展開
しているピンクリボンキ
ャンペーンの一環。同グ
ループでは2003年から
グループを挙げてピンク

リボンの啓発活動に取り
組んでおり、マンモグラ
フィ検診車の展示、ピン
クリボン月間にはイベン
トやセミナーへの協賛、
乳がん検診についての正
しい知識を伝える活動な
どを推進している。
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日本対がん協会からのお知らせ

問い合わせは
☎03−5218−4771へ

日本対がん協会賞、朝日がん大賞 候補者募集
今年度の「日本対がん協
である「がん予防」全般 「日本対がん協会賞」
会賞」と「朝日がん大賞」 で、がん征圧に向けた実績
①「多年」とは、おおむね
の候補者の募集を始めまし
をあげて社会に貢献し、な
10年以上をいう。
た。締め切りは６月１日
おかつ、第一線で活躍して
②適正ながん知識の普及や
いる個人・団体を選考しま
啓発に対する功績。
（必着）です。自薦・他薦
す。
③精度の高い各種がん検診
は問いません。奮って応募
してください。
いずれも年度賞で、協会
の普及や推進に対する功績。
「日本対がん協会賞」は
賞は個人・団体各数件、が
④奉仕活動や募金活動に対
1968年に創設、対がん活
ん大賞は１件で、日本対が
する功績。
動に顕著な功績のあった個
ん協会内の選考委員会で選
⑤がんの早期発見および治
人及び団体を対象としてい
考します。９月１日付けで
療に関する調査・研究・開発
ます。がん征圧のための運
発表、９月13日、14日に
での功績。
動、事業、研究、なかで
香川県高松市で開催される
⑥現職の協会関係者は、原
も
「予防活動」
の第一線で地
がん征圧全国大会で表彰し
則として対象としない。
道な活動を顕彰します。
ます。協会賞は正賞（レリ 「朝日がん大賞」
「朝日がん大賞」は日本
ーフ）と副賞（記念品）、 ①検診法や検診機器で画期
対がん協会賞の特別賞とし
朝日がん大賞には、正賞
的な開発をしたり、挑戦し
て2001年に新設しました。 （レリーフ）と副賞（100
日本対がん協会の活動の柱
万円）を贈ります。

「リレー・フォー・ライフ
プロジェクト未来」
研究助成金
「リレー・フォー・
本対がん協会のホーム
ライフ プロジェクト
ページ
（http://www.
未来」研究助成金の公
jcancer.jp/news/
募を始めました。がん
2012/shinseisyo.pdf）
患者・家族を支援する
から申請書をダウンロ
イベント「リレー・フ
ードし、必要事項を記
ォー・ライフ」に寄せ
入して〒100-0006東
られた寄付をもとに、 京都千代田区有楽町２
がん研究をサポートし
−５−１ 有楽町セン
ます。
タービル（マリオン）
対象は、基礎研究、 13階 日本対がん協会
臨床研究、
患者のQOL 「リレー・フォー・ラ
改善やケアに関する研
イフ プロジェクト未
究。
来」研究助成金係に郵
１件あたり最高300
送してください。
万円で、
今年度は総額
６月末に締め切り、
1500万円を上限に助成
選考委員会で審査し、
します。希望者は、日
９月に発表します。

自薦・他薦は
問いません

たりしている個入や団体。
②将来期待できるがんの予
防法や研究を手掛けている
個人および団体。
③患者・治癒者の活動など
でがん予防運動に顕著な貢
献をしたり、育成したりし
ている個人や団体。
④現職の協会関係者は、原
則として対象としない。
応募にあたっては、応募
用紙を日本対がん協会のホ
ームページ
（http://www.
jcancer.jp/archive/
asahi/10download.html）
からダウンロードしてくだ
さい。

在宅がん患者を支援する
ボランティア組織作り
助成希望者募集

地域在宅支援事業の助成
希望を募っています。在宅
でがんの闘病をする方たち
を支える仕組みを育てるの
が目的で、対象は、患者・
家族を支えるボランティア
グループなど、地域で活動
する民間組織。助成額は年
に最高50万円です。
各地で在宅支援の拠点に
なる組織の整備が図られて
いますが、まだまだ十分と
は言えません。それを、自
分たちの力で補おうと、ボ
ランティアを募って活動す
るグループなどが現れてい
ます。
地域在宅支援事業は、こ
うしたグループを対象に助
成しています（年間３〜４
グループ）。連続して３回

まで申請できます（申請は
１年ごと）
。
締め切りは６月20日。
日
本対がん協会内の選考委員
会を経て６月末ごろに決定
する予定です。
希望される方は、活動目
的、実績と課題、収支計画
表、責任者のプロフィール、
連絡先などをA４一枚に記
して、
〒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 日本対がん協
会に郵送するか、FAX
（035222-6700）
してください。
所定用紙はありません。年
度末に収支を含めたリポー
トをいただき、これを日本
対がん協会報に掲載して報
告とします。

