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主
な
内
容

４〜５面　子宮頸がん特別
　　　　　　　　　キャンペーン

６面　中央ろうきんから寄付

７面　「がん相談ホットライン」より

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

　政府は６月８日、今後
５年間のがん対策の枠組
みを定めた「がん対策推進
基本計画」を閣議決定した。
2007年度からの「第１期」
の計画の進捗状況を検討し
て見直した「第２期」にあた
る。がん対策で重要なたば
こ対策に関し、成人の喫煙
率を現在の19.5%から10年
で12%に減らすという目標
値を設定した。（２、３面に
関連記事）
　がん全体の３割の要因と
いわれる喫煙の対策で具体
的な削減数値が基本計画に
盛り込まれたのは初めて。
それも４割近く減らすとい
う大きな目標で、達成でき
ると日本のがん対策は一気
に進むことになる。
　基本計画は「喫煙が肺が
んをはじめとする種々のが
んの原因となっていること
は、科学的根拠をもって示
されている」と指摘。喫煙
と受動喫煙それぞれについ

喫煙のない職場の実現」を
目標にした。家庭で受動喫
煙の機会のある人の割合
を３%に減らし、飲食店も
15%と、現在の３分の１以
下にするとしている。
　目標を実現するため、喫
煙が及ぼす健康への害を知
ってもらい、禁煙意識を高
めようと、企業・団体と連
携した啓発活動を積極的に
進めるほか、禁煙希望者の
支援を図ることにしてい
る。なかでも職場での対策
強化をうたっている。

て現状を分析し、個別目標
を定めた。
　成人の喫煙率は19.5%
（2010年）で、2007年の
24.1%から減っているが、
男性の喫煙率は32.2%（同）
と諸外国と比べ「依然高い
水準」とみている。
　一方で、禁煙の希望者は
2007年の28.9%から37.6%
（同）に増加している。日本
も加盟しているたばこ規制
枠組み条約の発効で広告規
制が強化されたり、禁煙治
療に保険が適用されたりす

の喫煙をなくすことも目標
に掲げた。
　受動喫煙でも「職場で
受けている労働者が44%
（2011年）とされ」、取り組
みの遅れを指摘した。家
庭での受動喫煙も「10.7%」
（2010年）が日常的に機会
があるとし、飲食店ではそ
の割合は50.1%になるとし
た。
　基本計画では2022年度
までに、行政・医療機関で
の受動喫煙の機会を「ゼロ」
に、職場に関しては「受動

成人の喫煙者を10年で４割減へ
がん対策推進基本計画の見直しを閣議決定 政　府

［喫煙率］ 2022年 現在
成人の喫煙率 12% 19.5%
未成年者の喫煙 ０ −
［受動喫煙］ 2022年 現在
医療機関 ０ 13.3%
行政機関 ０ 16.9%
家庭 ３% 10.7%
飲食店 15% 50.1%
職場 ０（2020年） 44%
喫煙に関する現在（2008～2011年）の数値と目標
（がん対策推進基本計画より）

るなど禁煙意識の高
まりが背景になって
いる。１本あたり
3.5円値上げされた
（2010年）ことも影
響している。
　今回、基本計画に
盛り込まれた「12%」
は、この禁煙希望者
が禁煙を実行するこ
とで達成が可能とし
た。さらに未成年者
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「がんを知り、がんと向き合い がんに負けることのない社会」構築へ
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ともに厚生労働省の「がん対策推進基本計画の概要」より

　「がんを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会」を目指す−。６月８日に閣議決定された国の
がん対策推進基本計画（第２期）の理念は、この一文に尽きる。そのために基本方針の第１に掲げるのは、「がん
患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施」だ。これまでの基本計画（第１期）で整備された部分をさらに
拡充させるとともに、働く世代や小児へのがん対策の充実、がん教育の推進など、喫煙率の数値目標とともに、
新たな課題への対策も盛り込んだ。

　小児がん対策は、専門家
による集学的医療（緩和ケ
アを含む）、患者・家族への
心理社会的支援、適切な療
育・教育環境、医師らへの
研修、セカンド・オピニオ
ン、患者・家族・医療従事者
への相談支援−など、多
岐にわたる。
　全国で10カ所程度が想
定され、厚生労働省は専門
家によるグループを設けて
検討を始めた。

次がんなどの問題があり」、
長期にわたって日常生活や
就学・就労が困難になるこ
ともある。
　患者とその家族を支える
長期的な仕組みが欠かせな
いし、相談支援体制、セカ
ンド・オピニオンの体制も
「不十分」だとしている。
　そこで基本計画が「取り
組むべき」だとしているの
が、「小児がん拠点病院（仮
称）」だ。

小児がん拠点病院の整備へ
　小児においても、「がん」
は大きな問題だ。病気で亡
くなる小児で最も多いのが
「がん」だ。ひと口に「小児
がん」と言っても、乳幼児
から思春期、若年成人ま
で、幅広い年齢で、様々な
組織・臓器に発症する。
　その数は年に2000人か
ら2500人と、大人のがん
に比べて多くはない。
　「医療機関によっては少

ない経験の中で医療が行わ
れている可能性」があり、
小児がん患者が必ずしも適
切な医療を受けているとは
言えない懸念がある、と基
本計画は指摘している。
　小児がんは強力な治療を
することが少なくない。
　合併症に加え、「成長発
達期の治療により、治癒し
た後も発育・発達障害、内
分泌障害、臓器障害（略）二

がん教育・普及啓発
に、学校での教育のあり方
を含め、健康教育全体の中
で「がん」教育をどのように
するべきか検討し、それに
基づく教育活動を実施する
ことを掲げた。
　がん検診受診率がなかな
か上がらない現状を踏ま
え、「がん予防や早期発見
につながる行動変容」を促
すため、国民に向けた普及
活動のさらなる推進を目標
とした。

　「健康」については子ども
のころから教育することが
欠かせない、という観点か
ら、基本計画は、「学校で
も（略）がん予防も含めた健
康教育に取り組んでいる」
と把握している。
　その一方で、「がんその
ものやがん患者に対する理
解を深める教育は不十分だ
と指摘される」と課題があ
ることも認識している。
　目標として、５年以内

　今回の基本計画に盛り込
まれたがん教育の特徴は、
「対象者ごとに指導内容・方
法を工夫した」試行的取り
組み、副読本の作成を進め
ていく、とした点だ。

　それを、地域性を踏まえ
て、がん患者とその家族、
がん経験者、がん医療の専
門家、教育関係者、国、地
方自治体などが協力して進
める。

がん患者の抱える様々な痛み

身体的苦痛
（体の痛み、倦怠感、不眠など）

全人的苦痛
（トータルペイン）

社会的苦痛
（経済的な問題、仕事、家庭の問題）

精神的苦痛
（不安、いらだち、うつ状態など）

スピリチュアルな苦痛
（死への恐怖、自責の念など）

　基本計画によると、20
歳から64歳までがんを患
う人は毎年約22万人で、
亡くなるのは約７万人にの
ぼる。年代別にみても、が
んが死因の第１位となるの
は40代と、「がんは、高齢
者のみならず、働く世代に
とっても大きな課題」と指
摘している。

　働く世代のがんは、「就
労」との関係で大きな社会
問題になっている。
　基本計画は、「がんに罹
患した就労者の30%が依願
退職し、４%が解雇され
た」という厚生労働省研究
班の調査を引用。働くこと
ができるがん患者・経験者
さえも、「復職、継続就労、

た。
　事業者に対しても、「が
ん患者が働きながら治療や
療養できる環境の整備、さ
らに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」、「職場や採
用選考時にがん患者・経験
者が差別を受けることのな
いよう十分に留意する必要
がある」とした。

新規就労することが困難な
場合があると想定される」
とみている。
　こうした現状を受けて基
本計画は、職場でのがんの
正しい知識の普及、事業
者・がん患者やその家族・経
験者に対する情報提供・相
談支援体制のあり方を検討
し、その結果に基づいた取
り組みの実施などを掲げ

がんに直面する働く世代

　がん対策推進基本計画は、がん対策基本法に基づ
く国のがん対策の根幹で、2007年に策定された。そ
れから５年、計画の進捗で達成されてきた目標があ
る一方で、まだまだ達成できていないもの、さらに新
たな課題も浮かんだことから見直しが行われた。今
回の計画は2012年度から2016年度までを対象とする。

メ　モ

がん対策推進基本計画（第2期）　　今年度から5年間

　基本計画はがん検診受診
率の目標値を胃、肺、大腸
では「当面」40%と、第１期
の計画の50%より10ポイ
ント下げた。過去５年間、
国や地方自治体、関係機関
等が普及啓発活動に努めた
ものの、目立った上昇がみ
られなかったため、とみら
れる。
　乳がんと子宮頸がんでは
50%を維持した。2009年
度に導入した「無料クーポ
ン券と検診手帳の個別配布
（一部年齢）」や、ピンクリ

ボン運動などの効果で、こ
の二つの検診の受診率は近
年上昇傾向にあり、年代に
よっては40%を超えてい
る。しかし、この二つも、
諸外国に比べると低いのが
実情だ。
　基本計画は、その理由と
して、「がん検診へのアク
セスが悪い、普及啓発が不
十分」などを挙げている。
厚生労働省研究班の「対象
者全員に受診を勧奨してい
る市町村は約半数」という
調査をひいて受診勧奨を呼

 胃・肺・大腸は40%
 乳がん・子宮頸がんは50%

域のがん検診の受診率や精
度管理について定期的に把
握する仕組みがない」こと
も課題に挙げている。
　基本計画は、がんがあっ
ても、がん検診で必ず見つ
けられるというわけではな
いことや、がんがなくても
検診で「陽性」が出る場合も
あるなど「がん検診の欠点
についても理解を得られる
よう福う啓発を進める」と
した。がん検診のメリット
とともにデメリットについ
ても正確な情報を提供する
ことが市民の信頼を高める
ことにつながる、と判断し
たとみられる。

びかけている。
　がん検診の実施には、科
学的な根拠に基づくことが
欠かせない。
　しかし、基本計画は「国
の指針以外のがん種の検診
を実施している」市町村、
「国の指針以外の検診項目
を実施している」市町村は
それぞれ1000を超えてい
る、と指摘。精度管理につ
いても、適切に実施してい
る市町村は「依然として少
ない」という。
　がん検診には、住民検
診、職域検診、人間ドック
など任意の検診などの形が
ある。基本計画では、「職

がん検診

療の両立が難しいなどの社
会的苦痛も抱えている」と
し、こうした精神心理的・
社会的苦痛を和らげるた
め、社会全体で支える取り
組みを実施する、とを重視
した。
　第１期の計画（2007年
度）でうたった「がんの年齢
調整死亡率（75歳未満）の
20％減少」について、計画
当初の減少ぶりが昨今、鈍
化してきている。第２期の

　基本計画が「全体目標」と
して掲げるのは、①がんに
よる死亡者の減少②全ての
がん患者とその家族の苦痛
の軽減と療養生活の質の向
上③がんになっても安心し
て暮らせる社会の構築−
の３点だ。
　今回の基本計画では③が
新たに加わった。
　「がん患者とその家族は、
社会とのつながりを失うこ
とに対する不安、仕事と治

がん対策の拡充に向け総合的な政策 て、現状の分析と取り組む
べき施策、個別目標を掲げ
ている。
　今回の基本計画では、欧
米では使えるのに日本では
使えない医薬品や医療機器
の問題、いわゆる「ドラッ
グ・ラグ」「デバイス・ラグ」
を解消するため、早期開
発・承認体制の整備が欠か
せないとして、臨床研究中
核病院（仮称）の整備なども
盛り込まれた。

基本計画ではこの改善をめ
ざす。
　がん患者と家族の苦痛へ
の対策に関しては、「がん
と診断された時からの緩和
ケアの実施」をさらに拡充
させる。
　この３つの目標を達成さ
せるため、がん医療▽相談
支援と情報提供▽がん登録
▽予防▽早期発見▽研究▽
小児がん▽がんの教育・普
及啓発▽就労など社会的な
問題−の９分野につい
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「うけよう！　子宮頸がんワクチン・検診」女子大生、若いママたち、ワーキングウーマン　それぞれに向けた情報発信
子宮頸がん啓発特別キャンペーン　スタート　　日本対がん協会

　ママたちの活動の母体は
「Stand	For	Mothers（ス
タンド・フォー・マザーズ）」
というグループ。昨年３月
11日の東日本大震災で被

びかける。
　ママたちのサークルは全
国で１千とも言われ、情報
が行き渡れば子宮頸がんを
かなり減らせると、日本対
がん協会は期待している。

ことを勉強し、仲間に伝え
ていきましょう」と呼びか
け。子宮頸がんを体験した
シンガー・ソングライター
の松田陽子さんが生い立ち
や病気のことを語った。
　松田さんが、幼かったこ
ろに受けた家庭内暴力のこ
とや学校でのいじめ、子宮
頸がんの発病がわかってか
ら闘病、再発に怯えながら
過ごした日々。うつ病にな
り、自殺を考えながらも、
長女の顔をみて「この子の
ためにも生きていかなあか
ん」と強く思ったことなど
を語ると、ハンカチで目頭
を押さえながら聞くママの
姿も目立った。

災した福島、宮城、岩手各
県のママたちを支援しよう
と、各地のママたちが立ち
上がって救援物資を送るな
どの活動を展開した。

　今回は、子宮頸がんを対
象に、ママたちのネットワ
ークを通じて全国に発信
し、子宮頸がん検診を定期
的に受けてママの間から子
宮頸がんをなくそう、と呼

　６月19日午前、福岡市
の中心街・天神にある福岡
平和ビル３階に、幼児を乗
せたベビーカーを押しなが
ら若いママたちが集まっ
た。若ママに向けた子宮頸
がんの勉強会。福岡県すこ
やか健康事業団（日本対が
ん協会福岡県支部）の協力
で、福岡国際健診センター
の研修室で開催した。
　同市や北九州市などから
約40人のママたちが参加。
ベビーシッターが隣室で子
どもたちの世話にあたっ
た。
　若いママ向けの雑誌アイ
ラブママのモデル、日菜あ
こさんが、「子宮頸がんの

　勉強会はセミナー・ワー
クショップの準備のひと
つ。各地で情報発信の中核
を担うママを中心に参加を
呼びかけ、子宮頸がんに関
する正しい情報を知っても

　妊婦健康診査（妊婦健診）
の初回のときに子宮頸がん
検診を受けることが一般的
だ。しかし、「妊婦健診を
受けた」ことは自覚してい
るママたちも、そこに「子
宮頸がん検診が含まれてい
るかどうか」は知らないこ
とが多い。この日の勉強会
に参加したママたちも同様
だった。
　勉強会の途中で、寂しく
なった子どもたちが「ママ
～！」と泣きながら駆け込

グループ支部や医療機関に
協力を求め、検診も一緒に
行う、ということも考えて
いる。

らっている。参加したママ
たちが中心となってセミナ
ーやワークショップを企画
したり、子宮頸がんのこと
を友達に話して検診を勧め
てもらったりする。

んでくることも。「みなさ
ん、その子たちのために
も、率先して健康に注意し
てください」という呼びか
けに、ママたちは真剣な表
情でうなづいていた。
　この日は福岡県支部の協
力で、10人が子宮頸がん
検診を受けた。順番を待つ
間、「子どもを産んで３年
たつけど、一度も検診行っ
ていない。結果がちょっと
心配です」と話すママもい
た。

　今回の特別キャンペーン
では、福岡、大阪、名古
屋、東京、仙台、札幌の６
カ所で計画。福岡で実施し
たように、日本対がん協会

「Stand For Mothers」と一緒に活動

子宮頸がんを体験した松田陽子さんの話に目頭押さえるママも　〜福岡県支部で勉強会〜

福岡、大阪、名古屋、東京、仙台、札幌
〜勉強会・セミナー・ワークショップを開催〜

東京の若いママたちは冊子づくり

勉強会で伝える子宮頸がんに関する主な情報

　日本対がん協会は、子宮頸がん啓発特別キャンパーン「うけよう！　子宮頸がんワクチン・検診」プロジ
ェクトを始めました。子宮頸がんが増えている若い世代に、子宮頸がんのことを知って、予防行動に移
してもらおうという狙いです。このキャンペーンの特徴は、対象を女子大生、若いママ、働く女性に絞
っていることです。それぞれに向けた勉強会やセミナーを開催し、そこで学んだことを、口コミやメー
ル、ブログなどで自分たちの周りの人たち、その周りの人たちに伝える……情報の受け手であると同時
に発信者になってもらいます。今月号では、若いママたちの活動を中心に紹介します。

　東京でのママたちの勉強
会は一足早く４月から始め
た。３～６人程度のグルー
プで、松田陽子さんの話を
聞いて、心に響いたことを
書き出してもらい、それを
もとにディスカッション。
何ができるかを話し合って
きた。その一つがママ向け
の小冊子だ。防災の冊子を
作った経験があり、それを

生理痛などふだん悩んでい
ることを質問、吉野先生の
説明を熱心にメモしてい
た。

参考に、ママたちのアイデ
アを詰め込んだものを検討
している。
　冊子づくりの一環とし
て、ママ６人と子どもたち
が６月４日、東京・中野区
にある「よしの女性診療所」
を訪れた。子宮頸がん検診
を受けるとともに、吉野一
枝先生から、子宮頸がんの
ことや女性の健康について

教わるためだ。
　検診が終わった後、ママ
たちは子どもと一緒に診察
室で吉野先生の周りに座
り、子宮頸がんのことから

▽	子宮頸がんのほとんどはヒトパピローマウイルス
（HPV）が原因
▽	HPVは主に性交渉で感染する。ただコンドームをつけ
ても完全に防ぐということは難しい
▽	HPVは特別なものでなく、大人の女性の８割は一度は
HPVに感染したことがあるといわれるほど一般的な
ウイルス
▽	感染しても症状はなく、たいていは自然に排除される
▽	たとえ持続感染し、子宮頸部の細胞の「顔つき」が変化
してきても多くは元に戻る
▽	子宮頸がんの発症は数百人から1000人に１人。発症し
ても初期だとほとんど症状がない
▽	子宮頸がん検診（細胞診）は20歳から。子宮頸部の細
胞をブラシなどでこすり取って顕微鏡で調べる
▽	細胞の状態を見て、放っておけばがん化する、と判断
されれば簡単な処置（円錐切除術）で治療できる
▽	市区町村が実施する住民検診だと自己負担があった
としても任意で受けるより安い

▽	20歳から５歳刻みで40歳まで検診の無料クーポン券
が配布される
▽	検診に関する問い合わせは住民票のある市区町村へ
▽	HPVの感染を防ぐワクチンがあり、接種が勧められて
いる（半年間に３回接種）
▽	小６～高１に相当する年齢の女子の場合は最大４学
年まで接種費用の全部、または一部が公費で助成さ
れる
▽	一般に高２年以上に相当する女性が接種する場合は
４万５千円から５万円以上かかる
▽	ワクチンは子宮頸がんの原因となるHPVの７割前後
の感染を防ぐと期待される
▽	ワクチンを打っても子宮頸がんを100％防ぐわけには
いかないので20歳を過ぎたら欠かさず検診を
▽	子宮頸がんは20代、30代に増えている。子宮頸がんで
死亡するこの年代の日本人女性は年に約200人。ここ
四半世紀でざっと２倍になった。こういう国は先進国
では日本ぐらい

　若いママたちが子宮頸が
ん検診を受けようと思って
も、課題が多い。
　子どもを連れて産婦人科
を訪ねても、検査を受けて
いる間、子どもの世話をし
てくれる人がいない。「子ど
もが騒いでほかの患者さん
たちに迷惑をかける」とマ
マの１人。

となど、受診環境の整備を
検討し、改善すべき点は国
など関係機関に働きかける
ことにしている。
　日本対がん協会では「従
来、検診を実施する側から
の啓発活動が主だった。受
診する人が受診しやすい環
境を、受診する人と一緒に
なって考えて実践していき
たい」と話している。

　都市部ではビル内で開業
しているケースも多く、ベ
ビーカーを置くスペースが
ないことも珍しくない。
　受診の案内を目につくよ
うに工夫することも大切
だ。ママの中には、「乳幼
児健診の案内に、子宮頸が
ん検診のお知らせを同封し
てくれると気づきやすい」

と話す人もいる。
　日本対がん協会では、今
回のキャンペーンを通じて
多くのママたちと意見を交
わし、たとえば「ママの子
宮頸がん（婦人科）検診デ
ー」といったように、月に
１回、曜日を決めて子ども
連れのママ向けの検診日を
設けられないかといったこ

ママたちの受診に課題も　〜欠かせない受診環境の整備〜
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　日本対がん協会グループ
の全国事務局長会議が６月
14日、東京・有楽町で開催
された。垣添忠生会長、箱
島信一理事長のあいさつに
続いて２つの講演が行われ
た。
　まず、厚生労働省がん対
策・健康増進課の木村博承
課長が、「国のがん対策」と
題して、６月８日に閣議決
定された国のがん対策推進
基本計画の内容を詳しく説
明し、がん検診などについ

マンモグラフィなど各種の
研修会、40カ所近くでの
開催が見込まれているリレ
ー・フォーライフなどにつ
いて、対がん協会の担当者
からそれぞれ報告・説明さ
れた。
　最後に、ACジャパンの
がん検診受診を呼びかける
テレビコマーシャルが映し
出された。このコマーシャ
ルは７月から放映される予
定で、事務局長会議では一
足早い「映写」になった。

て、各支部の協力を求め
た。
　続いて富士フイルムメデ
ィカルの岡本昌也社長特命
がん検診プロジェクト担当
が「新しいがん検診～胃が
んを中心に～」をテーマに、
いわゆる「ABC」リスク評
価などについて解説した。
　支部の事務局長からは、
「医師不足の中、乳がん検
診で視触診をする医師の確
保が困難になっている。乳
がん検診の項目から視触診

を外すといった見直しは考
えていないか」などと質問
があった。
　これに対し、木村課長は
「がん検診に関する検討会
を再立ち上げした。こんご
検討していくことになる」
などと答えた。
　この後、今年度のピンク
リボンフェスティバルの計
画、日本対がん協会が厚労
省からの委託を受けて実施
している「がん総合相談研
修プログラム策定事業」、

　ピンクリボン運動を支援
している中央ろうきん（中
央労働金庫、東京都千代田
区）から日本対がん協会の
「乳がんをなくす　ほほえ
み基金」に9,724,173円が寄
付されました。この多大な
貢献に対し、日本対がん協
会の箱島信一理事長は、中
央ろうきんの小川英一理事
長に盾を贈って感謝の意を
表した。
　中央ろうきんは、「女性
が健康で長く働くことがで
きる社会づくり」を目指し

券を配布し、これまで検診
を受けたことがなかった女
性らを中心に検診に足を運
んでもらっている。

ている。その一環として、
全国のろうきんATMとセ
ブン銀行ATMで中央ろう
きんカードを使って引き出
したり預入をしたりした
際、１回につき１円を中央
ろうきんが負担して寄付す
ることを企画。今年３月末
までの半年間の寄付額が
972万4173円にのぼった。
　長野県労働金庫（長野市）
からも同様の取り組みで昨
年11月からの５カ月間に
集められた68万7,316円が
「ほほえみ基金」に寄付され

た。
　今回のピンクリボン運動
支援は創立60周年記念事
業の一環として「ハートフ
ル・キャッシュポイント・プ

小川英一・中央労働金庫理事長（左）に箱島信一・
日本対がん協会理事長から感謝の盾が贈られた

新しいがん対策推進基本計画などを説明
日本対がん協会グループ全国事務局長会議

　日本対がん協会の今年度
の評議員会が６月21日に
開催され、2011年度の事
業報告、決算など４つの議
案を審議し、承認した。
　事業報告では、ピンクリ
ボンフェスティバルなど
「公１事業　がん知識・がん
予防の普及啓発活動」、厚
生労働省の委託で実施して

説明された。
　また、新理事に横倉義
武・日本医師会長が就任す
ること、新評議員として藤
井龍也・朝日新聞社広告総
務を選任することが承認さ
れた。
　横倉理事は理事会で常務
理事となることが決まっ
た。

いるがん総合相談研修プロ
グラム策定事業をはじめと
する「公２事業　専門家・専
門団体向けの支援事業」、
がん相談ホットラインなど
の「公３事業　がん患者サ
ポート事業」、それと「公４
事業　がん研究支援事業」
などが説明された。ピンク
リボンフェスティバルでは

名古屋が新たに加わって４
会場で開催されたことや、
仙台市では東日本大震災で
被災した中、市民ら熱意で
開催されたことなどが報告
された。
　決算では、６億8652万
余円の経常収益に対し、
６億8334万余円の経常費
用が計上されたことなどが

新理事に横倉義武・日本医師会長 2011年度の事業報告、決算を承認
評議員会開催される

972万円を「ほほえみ基金」に寄付
カード利用１回につき１円　中央ろうきん

ロジェクト」と
して行われた。
　日本対がん協
会では、「ほほ
えみ基金」に寄
せられた寄付を
もとに、対がん
協会独自のマン
モグラフィ検診
の無料クーポン
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　最近、私たち相談員が気
になっている相談がありま
す。
　皆さんは「子宮頸がん」と
いうと、女性にしか関係の
ないがんだと思っていませ
んか？
　女性特有のがんであるこ
とには違いありません。し
かし、主な原因とされるの
はヒトパピローマウイルス
（HPV）で、それは主に性
交渉で感染すると言われて
います。決して女性だけの
問題ではないのです。
　とはいえ、女性が罹患す
るがんですから、ホットラ
インが開設された当初から

相談が、男性からも受ける
ようになったのは、ワクチ
ンと無関係とは感じられま
せん。「他人ごとではない」
と感じる男性も少なからず
いるのです。
　パートナーがHPVへの
感染や子宮頸がんが見つか
った時、男性も様々な不安
や悩みを持ち辛い思いをす
るのは間違いありません。
男性も、大切な人の大切な
命、二人の未来を守るため
に若いうちに正しい知識を
身に付け、女性とともに一
緒に考えていってほしい。
そう切に願ってやみませ
ん。

多くの女性から相談が寄せ
られているのは事実です。
治療にまつわる相談はもと
より、検診で前がん病変
（がんになるかもしれない
病変）が見つけることがで
きるということもあり、そ
の状態で見つかった方か
ら、「経過観察をしていて
大丈夫なの？」「いま治療す
べきですか？」などの相談
も少なくありません。
　ところが、2009年秋以
降、寄せられる相談が少し
変わってきました。それが
「誰からの相談なのか」とい
う点で大きな変化を感じて
います。

　「HPVは誰からうつった
かわかりますか？」「HPV
はいつ感染したのだろう
か？」「自分がパートナーに
HPVをうつす可能性はあ
りますか？」「自分のせいで
子宮頸がんになったのでし
ょうか？」「自分もHPVが
原因でがんになることがあ
りますか？」……。
　これらは全て男性からの
相談です。
　2009年秋、子宮頸がん
に関して大きな出来事があ
りました。そうです、「予
防ワクチン」が承認された
のです。ほとんど女性から
だった子宮頸がんに関する

若い男性への切なる願い 「がん相談ホットライン」より②

　日本対がん協会の「がん
相談ホットライン」に寄せ
られる相談が年を追って増
える中で、「症状・副作用・
後遺症」の増加ぶりが目立
っている。昨年度の相談の
うち、18.3％を占め、前年
度より3.7ポイント増えた。
「不安などの心の問題」も
0.7ポイント増えて16.2％
に。ともに「生活の質（ＱＯ
Ｌ）」につながる相談で、患
者・家族は暮らしの中でが
んと向き合ううえでの悩み
が多様化していることが改
めて示された。
　昨年度の相談は9124件
で、前年度より280件増え
た。「治療」に関する相談が
2347件と最も多く、25.7％
を占めている。この傾向は
ホットラインを設けて以来
変わらないものの、増加ぶ
りは鈍化してきた。一方、

を設けた（12月28日まで）。
　このフリーダイヤルで受
けた相談は94件。「自宅が
半壊状態で経済的な心配も
あり、フリーダイヤルはあ
りがたい」という相談者の
声もあった。相談員たちは
「微力ではあったが被災者
のお役に立てたと感じてい
る」と話している。

「症状・副作用・後遺症」は
1673件で前年度より379件
増加した。「不安などの心の
問題」は1475件で103件増
えた。
　相談者の続柄は、患者本
人からが60.4％（5508件）と
半数以上を占め、次いで娘
11.9％（1087件）、妻10.3％
（944件）と続いている。
　相談の部位は、乳房25.7

％（2341件）、肺11 . 2％
（1025件）、大腸10 . 4％
（952件）、胃8.5％（774件）、
前立腺6.1％（556件）、など
罹患患者の多いがんに関す
る相談が多い。
　昨年３月11日に起きた
東日本大震災をうけ、日本
対がん協会は昨年度、被災
したがん患者・家族からの
相談専用のフリーダイヤル

目立つ「生活の質」に関する相談がん相談ホットライン

その他
10.0%

家族・周囲の人との関係 2.4%

就労・経済的な負担 2.9%

診断 3.6%

医療者との関係 3.8%

告知・IC・SO 3.9%

入院・退院・転院 4.4%

検診・検査 8.7%
不安などの心の問題

16.2%

症状・副作用・後遺症
18.3%

治療 25.7%

相談の内容
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　「乳がん発症ハイリスク
グループに対する乳房ＭＲ
Ｉスクリーニングに関する
ガイドライン」で、５月24
日に公開した。
　このスクリーニングは、
MRI（磁気共鳴画像）で乳
房を調べるもので、近年、
乳がん診断の感度、特異度
とも高く、乳がん診断にあ
たって有用だとの報告が相
次いでいる。その機能を発
揮するには高い精度管理が
欠かせず、欧米では、乳房
MRIガイドラインの中に
乳がん発症のリスクの高い
人を対象としたスクリーニ
ングに関しても記載されて
いる。
　日本乳癌検診学会では専
門家による乳癌ＭＲＩ検診
検討委員会を設けて検討を
重ね、ガイドラインがまと
められた。
　まず、乳房MRIスクリ
ーニングは、住民検診など
の「対策型検診として用い

ケースも、これまで日本人
女性は欧米女性よりもその
割合は少ないだろうと考え
られてきたが、最近の研究
報告で「日本人女性と欧米
の女性に差がない」とされ
たことも影響している。
　また、若い女性の場合、
乳がん検診の標準とされる
マンモグラフィ検査では乳
がんがあっても分かりづら
いことが比較的多く、乳房
ＭＲＩによるスクリーニン
グが注目されてきた。

ることは推奨されない」と
明示している。つまり、あ
くまでも「任意型検診」とし
て行うとしている。理由と
して、医療経済的な根拠が
ないことや、一般対象群に
置いて有効性を示す根拠が
ないこと、さらには陽性者
に対する対応基準、偽陽性
に対するその後の対策が確
立していないことを挙げて
いる。
　ガイドラインによると、
対象は、「乳がん発症リス
クが高い、特に対策型検診
では早期診断が困難だと判
断された女性」としている。
　遺伝性の乳がんに関して
知られているBRCA1、同
２という遺伝子の変異があ
る人や、また、家族性の乳
がんが疑われ、遺伝カウン
セリングが強く勧められる
ケース（表２参照）で、本人
が希望する場合などには勧
めている。ただ、年齢や検
査の間隔については定めら

れてはいない。
　ＭＲＩ検査を実施するに
あたっては、結果が陽性で
あったときには「組織生検
などより侵襲度の高い精査
を行うことが説明されてい
ることが必要」だとしてい
る。
　実施する施設の基準とし
ては、画像診断を専ら担当
する常勤医（日本医学放射
線学会放射線診断専門医）
が必要で、装置の精度管
理、安全管理に長けた磁気
共鳴専門の技師がいること
が「望ましい」としている。
　また検査はガドリニウム
造影剤を使って行うことが
原則とされ、検査の前に腎
機能を評価することや、副
作用への備えなど、安全に

「対策型検診」に推奨せず

背景に日本人女性の乳がん発症状況の変化
　日本乳癌検診学会の委員
会が、乳房ＭＲＩによるス
クリーニングに関するガイ
ドラインをまとめた背景に
は、日本人における乳がん
発病が近年、大きく変わっ
てきたことがある。
　乳がんを患う女性が増加
する中で、若い女性の患者
も増えてきていることが挙
げられる。そうしたケース
では、遺伝性が疑われるこ
とも知られるようになっ
た。ガイドラインが検査を
勧める遺伝子の変異がある

乳房MRIスクリーニングのガイドライン
乳がん発症の可能性の高い人たちが対象　乳癌検診学会委員会

欠かせない精度管理、受診者への説明

　乳がんを発症する可能性が高いとみられる人たちを
対象に、乳房MRIでスクリーニングをする際のガイ
ドラインを、日本乳癌検診学会の乳癌MRI検診検討
委員会（委員長＝中島康雄・聖マリアンナ医大教授）が
まとめ、同学会のホームページで公開した。実施する
にあたって、精度管理や受診者への説明の重要性を指
摘している。今後、乳房MRIスクリーニングの実態
を調査することを検討する。

（表１）【乳房MRIスクリーニングのガイドラインのポイント（抜粋）】
・�対策型検診として用いることは推奨されない
・�陽性時には、組織生検などより侵襲度の高い精査を行うことの説明
が必要
・�現時点で最も診断精度の高い手法を用いて精度の高い読影が行われ
る体制が必要
・�誤解を避けるために乳がんMRI検診のタイトルは用いない

（表２）【遺伝カウンセリングを強く勧める場合】
同一家系（第２度近親者）内で２人以上が乳がんを
患い、かつ、その１人が下記のいずれかにあたる場合
１．若年（40歳未満）で発症
２．両側乳がんを発症
３．乳がんと卵巣がんの両方を発症
４．男性乳がんを発症
５．乳がん、卵巣がんそれぞれを発症した人が１人以上

実施できるよう、十分な配
慮が求められている。
　具体的な臨床課題に関し
て、ガイドラインは、質問と
回答という形で推奨グレー
ドとともに紹介している。
　今後、乳房ＭＲＩによる
スクリーニングの実態を調
査し、精度管理の向上を目
指すことも検討されてい
る。

◇
　「乳がん発症ハイリスク
グループに対する乳房ＭＲ
Ｉスクリーニングに関する
ガイドライン」に関する日
本乳癌検診学会のホームペ
ージは次の通り。
http://www.jabcs.jp/
images/mri_guideline_
fix.pdf

（表１、２とも「乳がん発症ハイリスクグループに対する乳房MRIスクリーニングに関するガイドライン」より）
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