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主な内容

公益財団法人 日本対がん協会 「日本対がん協会」と「対がん協会」は登録商標です
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千趣会の寄付
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子宮頸がん啓発小冊子

1300万円を超す

より精度の高い子宮頸がん検診の方法は？ 受診率を上げるには？
対がん協会・子宮頸がん検診ワーキンググループが初会合

手法、コスト、産婦人科医の偏在……現状の課題を調査へ

日本対がん協会は、外部
の有識者でつくる
「子宮頸

る産婦人科医不足に対応す
るにはどうすればいいか

がん検診ワーキンググルー
プ（W G）
」
の初会合を７月
25日、東京・有楽町の対が

▽低迷する受診率を向上さ
せるにはどんな方法が有効
か−などについて意見を
交わした。
子宮頸がん検診の実態を
把握するためのアンケート
について、自治体を対象と
したもの、対がん協会グル
ープ支部・関連団体を対象
としたもの、それぞれの質
問項目を検討した。
WGの役目は、子宮頸が
ん検診の手法として、どん
なものが有効なのかを論文
などの文献調査に基づいて
判断するだけではない。

ん協会で開いた。住民検診
の実施主体である全国の市
区町村と、対がん協会グル
ープ支部・関連団体を対象
に、子宮頸がん検診の実情
を把握するためのアンケー
トを実施することを決め、
内容を検討した。アンケー
トは８月末に集計し、９月
に高松市で開かれるがん征
圧全国大会記念シンポジウ
ムで公表。議論のたたき台
にする
（８面に関連記事）
。
WGのメンバーは６人
（表）
。
初会合では、手法につい
て、▽現行の細胞診が子宮
頸がん死亡率・罹患率を減
らすことが証明された標準
的な方法であることを前提

いくら科学的に優れた手
法でも、コストや提供態勢
など、日本の実情に応じた

形のものを考えていかなけ
れば机上の空論になりかね
ない。現実に即しつつ、科

学的に優れていることに加
えて、提供が比較的容易
で、費用対効果も満足でき
て受診者側の負担のより少
ないものを探る必要があ
る。
そのためには現状を知る
ことが欠かせない。WGで
は、アンケートでとくに検
診の実施主体である市区町
村の方針・取り組みや、検
診機関の考え・提供態勢を
把握したい考えだ。
会合では、今野教授が、
今後の議論の参考として
海外の状況を紹介した。今
野教授は先ごろ、欧州やア
ジア・オセアニアの子宮頸

がんの学会に参加。その
様子を話しながら、
「欧米
はHPVワクチン時代の子
宮頸がん検診のあり方と
して、HPVテストを行う
ことがすでに前提となって
いる。米国の専門機関であ
るUSPSTFが今春に出し
たガイドラインのように細
胞診と併用するのか、そ
れとも欧州のように、まず
H P Vテストを実施し、陽
性者のトリアージとして細
胞診を使うのか、といった
論議が展開されている。手
法も様々なものが登場し、
それらの特徴が比較されて
いる。HPVテストを導入
するかどうかの議論は少な
くとも欧米においては終わ
っている」
と指摘した。

日本対がん協会子宮頸がん検診ワーキンググループのメンバー（◎は座長）

に、より精度の高い子宮頸
がん検診はどんなものか
▽産婦人科医の偏在、とく
に山間へき地・離島におけ

がん相談ホットライン

及川 洋恵・宮城県対がん協会細胞診センター検査課副参事
河西十九三・ちば県民保健予防財団常務理事、
◎今野
良・自治医科大学さいたま医療センター教授（産婦人科）
櫻木 範明・北海道大学教授（同）
畑中 隆博・島根県環境保健公社健診管理課長
宮城 悦子・横浜市立大学准教授（同）
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
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。

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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HPVワクチンのレジストリーやモニタ

公衆衛生のインフラ整備の重要性を改めて確認
公費をかけた限りは効果を検証するのが当然
EUROGINに参加して
欧米を中心に、子宮頸がんの予防に携わる研究者や医師、アドボカシー関係者らが
一堂に会する学会・EUROGIN
（ユーロジン）
2012が７月８～11日の４日間にわたって
チェコ・プラハの国際会議場で開催された。子宮頸がんワクチン
（HPVワクチン）
の効
果や、子宮頸がん検診のあり方、またその手法などをテーマにした数多くの発表・シ
ンポジウムが展開された。昨年の学会でも感じたことだが、公衆衛生行政を進めるた
めのインフラが整備された国々と、そういう国々からの報告に基づいて政策を考える
地域には大きな隔たりがあった。インフラが整っている背景には、公費を使う限りは
データを収集・分析してより効果的な
「次の政策」
を考えるという意識があることをま
ざまざと見せつけられた気がした。

「日本のデータは？」の問いかけに、
「残念ながら……」
今回の学会で注目された
発表をしたイギリスの研究
者にインタビューした際、

御のターゲットを、子宮頸
がんの原因となる16型と
18型のHPV２種にしてい

は２価ワクチンのほうが早
く、公費助成で接種してい
る子どもたちの多くが接種

しない。そのことを説明す
ると、研究者は
「とても残
念。比較できると思ったの

逆に問われたことがあっ

るもので、この２種に加え

しているとみられるから

に」
と肩を落とした。

た。
「日本のデータはどうな
っている？ 非常に興味深
いのでぜひ知りたいの」
この研究者の発表とは、

て良性のいぼの原因となる
６型、11型をもターゲッ
トにした４価ワクチンと違
って、良性のいぼの発症抑
制という効果はこれまで考

だ。
イギリスの研究者が報告
したのは、ワクチンを接種
した人の登録データと、子
宮頸がんではない別の病気

医薬品がそもそもの狙い
として効果とは別の効果を
示すことは少なくない。そ
れにいち早く気づくには、
その医薬品に関するモニタ

子宮頸がんワクチンの効果
に関するもので、２価ワク

えられていなかった。
それだけに、２価ワクチ

などを対象にした性感染の
モニタリングデータを突き

リングがかぎになる。別の
効果がありそうだと気づい

チンを接種したティーンエ
ージャーのうち、接種時に
H P Vに感染していなかっ
た場合には、良性のいぼな

ンが、６型、11型に起因
するとみられるいぼのよう
なものを抑えるという報告
は非常に興味深いものだっ

合わせて分析した結果だっ
た。日本でも同様のデータ
が出ていれば、２価ワクチ
ンの効果検証につながると

た場合に、すみやかに調べ
られる。モニタリングして
いなければ、兆候に気づい
ても、調べるのに時間とコ

どの発症もかなりの程度、
抑えられているというもの

た。
そんな発表をした研究者

考えたのだった。
ところが、日本には、ワ

ストがかかる。
効果ではなく、副作用や

だ。
２価ワクチンは、感染防

が日本のデータに注目した
のは、日本で販売されたの

クチンを接種した人を登録
する全国的な仕組みは存在

副反応が生じた場合でもす
ぐに手を打てる。
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リング、子宮頸がん検診プログラム……
スウェーデン、ベルギー、オーストラリアも
モニタリングやワクチン登録
スウェーデンの研究者か
らは、同国が今年からスタ

ベルギーでも今年、５つ
の大学を含め10の研究機
関が連携して
「SEHIB」
と

し、いち早く、ワクチンの
効果を昨年の学会で報告し
たのはオーストラリアだ。

の子どもたちに加えて、
2009年までは26歳までの
女性へのワクチン接種を公

いうワクチンモニタリング
のプログラムをスタートさ

今回の学会でも、性器のい
ぼなどの発症はさらに減少

費で進めた。その登録デー
タと、子宮頸がん検診登録

国立感染症研究所や子宮
頸がん検診の登録機関など
の組織が参加したプログラ

せた。
ワクチン登録と、18～
64歳を対象に実施してい

しているというデータを発
表した。
オーストラリアは思春期

のデータを突き合わせて分
析することで、ワクチンの
効果が検証できるのだ。

ムで、ワクチン登録、ヘル
スデータ登録、バイオバン
クなどと連携している。

る子宮頸がん検診登
録をリンクさせたも

ートさせた
「全国HPVワク
チンモニタリングプログラ
ム」
の概要が報告された。

主な調査項目は、ティー
ンエージャーを対象にした
H P V感染モニタリング▽
全国３地域でのクラミジア
のスクリーニング▽子宮頸
がん、肛門がん、陰茎が
ん、膣がんなどHPVに起
因するとみられるがんにお
けるHPVタイピング▽Ｈ
ＳＩＬ
（子宮頸部の細胞の
状態）
におけるHPVタイピ
ング−など。

ので、ワクチンの早
期の効果を、性器の
いぼなどでチェック
するとともに、中長
期的には中等度や高
度の異形成の発症ぶ
り、さらには子宮頸
がんの発症の変化を
追跡調査することに
している、という。
こうしたワクチン
登録と子宮頸がん検
診のデータを連携

オーストラリア各州の年齢別ワクチン接種率が報告された。
こうした基礎データが公衆衛生には欠かせない＝EUROGIN2012で

公衆衛生には何が必要か
日本では……対がん協会の取り組みが鍵か
なぜ、こういう取り組み
が必要なのか。効果の検証
はもちろんだが、それだけ
ではない。
ワクチンは、どれくらい
効果が続くのか、まだ実際
にはわかっていない。もし
将来、追加的な対応
（ブー
スター）
が必要になったら
……だれにいつ接種した
か、把握しておくことは非
常に重要になる。
さらに、長期的な副反応
について調べる場合も、登

録しておくことが欠かせな
い。
仮に、
ワクチンがターゲ
ットとするHPVの型の存

的で登録をしてもらってい
るほか、厚生労働省の科学
研究費補助金を受けた登録

先進的なものだが、それぞ
れの国にとっては当たりま
えのことのように研究者た

在が減ったとしても、それ
に代わってほかの型が増え

の研究も進めている。
日本対がん協会グループ

ちは振る舞っている。
日本も、こうした論議に

はしないか、また、ターゲ
ットとする型に変異が起き
た場合に対応するにも、登
録しておくことは重要だ。

の支部や関連団体が登録を
進めることは非常に重要
だ。理由は、検診と連携し
て接種者の健康を管理でき

参加できるだけのインフラ
整備を始めるには、決して
早くはない。少なくともア
ジアで、がんの効果的な予

日本対がん協会では、グ
ループ支部や関連団体でワ

るからだ。しかもグループ
としての組織はほぼ全国に

防に向けた研究をリードす
る立場を維持することが、

クチンを扱っているところ
の協力を得てワクチン接種
者の健康管理に役立てる目

及ぶ。
日本から見ると欧州やオ
ーストラリアの取り組みは

アジアでの地域貢献につな
がる。そんな政策を期待し
たい。
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高いレベルの診療に充実の日々

松村

優（市立宇和島病院）

す。
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長谷川俊之（愛知県がんセンター）

合わせた集学治療を考え体

研修内容は、スタッフの
先生および先輩レジデント
のご厚意で、病棟管理、手

ても先輩レジデントが強調
すべき点などを丁寧に教え
てくれたため、実力が足り

４月に愛媛県に帰ってか
らは、学んだことをできる
限り取り入れようと努力を

私は、高知県の大学病院
で消化器がんの診断・治療
を学んできました。中でも

修を希望した理由はここに
あります。
E U Sだけではありませ

調に応じて実施したり、抗
がん剤の治験などにも携わ
ったりしました。

術、カンファレンスへの参
加など、正規レジデントと
おおむね同じ職務を担当し

ないながらもなんとか乗り
越えることができました。
手術の技術は想像をはる

しています。高いレベルの
診療に身をおいた半年間は
ついていくのに必死で、あ

膵がんや胆道がん、それに
肝がんが主なものです。診
断・治療の困難なことが少

ん。愛知県がんセンター中
央病院には、がんの診断・
治療に欠かせない各種の検

消化管疾患、胆膵疾患ご
とに毎週開かれるカンファ
レンスでは、自分が担当す

昨年10月から今年３月
にかけて、がん研有明病院

ました。朝の出勤時間が７
時で、通勤に4 0分ほど。
愛媛県では通勤時間が５分

かに超えるレベルで、はじ
めは見とれるばかりでし
た。それでも極力手術室に

っという間に過ぎてしまい
ましたが、とても充実して
いました。正規レジデント

なくありませんが、ここ数
年、超音波内視鏡検査
（Ｅ
ＵＳ）
が膵がんや胆道がん

査に精通したスタッフが多
く、日々たくさんの検査を
する中で、技術や知識など

る患者さん以外の病気につ
いてもよく学べました。
研修中の大きな経験とし

今回、専門病院でなけれ
ばなかなか経験できない診

の消化器外科で研修を受け
ました。
がん研有明病院は胃が

で、８時集合だったため、
東京での生活は当初は朝起
きるだけで精一杯でした。

通うように努めました。ス
タッフの先生が説明しなが
ら手術を進められていたた

になることを目標に、見て
きた技術を実践して自分の
ものにできるよう修練を積

をきちんと調べる手法とし
て、重要性が増していま
す。

多くのことを教わりまし
た。
超音波内視鏡を用いた胆

ては、すい神経内分泌腫瘍
という、すい臓の特殊な悪
性疾患に対するE U Sの有

断・治療の機会を与えてい
ただき、大変感謝していま
す。この経験を、地元・高

ん・大腸がん・肝胆道がんの
手術件数が日本一多い病院
です。そのうち１つを選ぶ
よう指示され、胃外科を選
択しました。
その理由は、がん研有明
病院の胃外科手術が歴史的
にも非常に有名であったこ
とと、自分が担当すること
が多い手術であったからで

病棟の管理はレジデント
全員でグループ内の患者全
員を把握する方針でした。
レジデントはいろいろな大
学から派遣されています。
多岐にわたる知識を持って
いてたくさんのことを聞く
ことができて非常に勉強に
なりました。
術前の症例発表等に関し

め、はじめは理解できなか
ったこともだんだんと頭の
中にしみ込んでいきまし
た。
緊張の毎日でしたが、レ
ジデントのみんなが仲間と
して認めてくれたため、半
年が過ぎるころには少しは
レジデントらしくなれたの
ではないかと思います。

み実力をつけたいと思いま
す。
山口先生をはじめ、がん
研有明病院の先生方、日本
対がん協会の皆様、貴重な
機会をいただき大変感謝し
ています。今回の研修が私
の人生の中で大きなものと
なると確信しています。あ
りがとうございました。

診断の技術や知識は日進
月歩で、患者さんに役立て
るには、医師はそれを学ぶ
必要があります。E U Sの
最先端施設である愛知県が
んセンター中央病院での研

道ドレナージなどの最先端
に治療も経験することがで
きました。
病棟では実際に患者さん
を担当し、病状に応じて抗
がん剤や放射線などを組み

用性に関して研究を行い、
国内だけでなく海外の学会
にも出かけて発表したこと
です。さらに英文雑誌への
掲載を目指して論文を作成
しているところです。

知に戻って必ずいかし、地
域でのがん診療の充実に少
しでも役立てられるよう、
頑張っていきたいと、改め
て強く思いました。

先端技術に加え論文や学会発表も

品川 秋秀（愛知県がんセンター）

がら、ほぼ全てががん患者
であること、自分の診断能

ん患者が多いため、食道が
ん患者の内視鏡観察を多く

る内視鏡的胆道ドレナージ
術も多く経験しました。超

愛知県がんセンターでは
まず、消化管と胆膵
（すい）
に分かれて研修しました。
消化管について、透視で
の読影・内視鏡観察や読影・
内視鏡を用いた治療
（EMR

力や技術の未熟さのために
患者さんやスタッフの方々
に迷惑をかけてしまうので
はないかと、初めは戸惑い

経験しました。
超音波内視鏡検査の件数
も非常に多く、たくさんの
症例の超音波内視鏡観察を

音波内視鏡下胆管十二指腸
吻合術など、限られた施設
でしか行われていない治療
の見学や介助もでき、大変

やE S D）
・化学療法が中心
でした。
カンファレンスでは、透
視での読影を中心として切

て組織を観察しやすくした
NBIや拡大内視鏡に結びつ
きます。内視鏡の基本は白
色光での観察であることを

化学療法を中心に学びまし
た。E U Sでのスクリーニ
ングを観察し、一連の流れ
を覚えました。E U Sでが

が早期治療に結びつくた
め、有用な手技であると思

と緊張でいっぱいでした。
しかし、優秀で教育熱心な

経験でき、大変勉強になり
ました。内視鏡的逆行性胆

勉強になりました。
また、一般病院ではあま

除検体の病理との対比につ
いても勉強しました。透視

改めて認識しました。
内視鏡治療ではEMRや

んの進展度を評価したり、
CTでは描出されない小膵

いました。
ERCPでは胆管の枝の番

私は2006年に医学部を
卒業し、地元の市民病院に
研修医として就職しまし
た。３年目からの後期研修

スタッフの方々の指導や協
力のおかげで徐々に慣れる
ことができ、充実した研修
期間を送ることができまし

膵管造影検査の件数も多
く、特に手術可能な胆管が
んの範囲診断における詳細
な評価は、術式に大きく影

り経験できない抗がん剤の
治験に関わることができ、
薬の開発・承認・保険適用と
いう流れが理解できまし

から病変の位置を把握し、
良性・悪性の鑑別をし、が
んの場合、深達度や組織型
までを評価できるようにな

E S Dを経験しました。Ｅ
ＳＤは病変範囲をしっかり
把握することが重要であ
り、それができてこそ治療

がんを発見できたり、ＥＵ
Ｓがいかに素晴らしいモダ
リティーであるかを実感し
ました。

号から学び、閉塞性黄疸の
場合、どの枝をドレナージ
するのかをしっかり把握す
ることの重要性を知りまし

も同じ病院で消化器内科を
専門に学び、昨年３月に後

た。
研修内容は、内視鏡診断

響するために大変重要であ
ることが良く理解できまし

た。
短い期間でしたが、たく

るには日々の鍛錬が必要で
あることを認識しました。

に結びつく手技だと身を以
て知りました。術中に出血

FNAはEUSの画像を理
解してそれを自分で描出で

た。インフォームドコンセ
ントや周りのスタッフとの

期研修を終えました。
愛知県がんセンターでの
研修は昨年４月からのスタ
ートでした。市民病院での

や治療、または抗がん剤治
療を含めた内科的な治療で
した。内視鏡診断は消化管
がんでは拡大観察を中心と

た。
内視鏡的治療の面では、
食道、胃、大腸の内視鏡的
粘膜下層剥離術の見学、介

さんの症例、検査、治療を
経験することができ、研修
はとても充実していまし
た。今後もこの経験を活か

内視鏡では、白色光での
観察として病変を遠方から
徐々に近接し、病変の形状
や位置が分かるよう意識し

するケースも多く、いかに
止血がしっかりできるかが
治療時間の短縮や患者への
負担の軽減につながること

きてこその手技であり、穿
刺対象や部位によって難易
度が違うということを知り
ました。また、GISTを中

連携の重要性、論文活動や
学会発表など数多くの事を
学びました。今後、愛知県
がんセンターでの研修で学

研修中もがん患者さんを担
当しましたが、愛知県がん
センターでは当然のことな

して、がんの範囲診断や深
達度診断の勉強をしまし
た。一般病院と比べ食道が

助、とくに早期胃がんでは
術者として治療を担当しま
した。悪性胆道狭窄に対す

し、より多くの患者さんの
役に立てるよう、努力を重
ねて参りたいと思います。

ました。ただ写真を撮って
病変を見つける、というの
ではなく、後で見返した時

も実感しました。
化学療法では食道がんの
症例が非常に多く、FP療

心とした間葉系腫瘍は直視
下生検より、FNAで診断
できるケースも多く、それ

んだことをいかして日々精
進していきたいと思いま
す。

早期胃がんの内視鏡的治療も担当

大林 友彦（愛知県がんセンター）

に他の人が見てわかりやす
い写真かどうかを常に意識
して撮ることが最も大事な
点だと感じました。
白色光での観察がしっか
りできてこそ、色調を変え

法を中心に有害事象に対す
る対応なども経験しまし
た。
胆膵では、超音波や内視
鏡による検査や生検
（EUS
やE U S - F N A、E R C P）
、
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幅広い活動で女性の健康を支援する千趣会
ほほえみ基金への寄付が1300万円を超える
「ウーマンスマイルカン
パニー」
をキャッチフレー

み基金」
への寄付を続けて
いる。

で乳がんのことを
啓発しているほ

ズに掲げる株式会社
「千趣
会」
（大阪市）
の通信販売を
いかした募金活動が広が

この寄付の基になってい
るのが、通販をいかした募
金活動。ブラジャーの売り

か、商品のパッケ
ージでピンクリボ
ン活動をP Rした

り、日本対がん協会
「ほほ
えみ基金」
への寄付が1300
万円を超えた。寄付文化が

上げ１枚につき１円の寄付
をしたり、ネットでの買い
物時にワンクリックで寄付

り、自身の胸の健
康に興味をもってもらおう
とセルフチェックの方法を

診率を向上させることにも
熱心に取り組んでいる。

希薄だと指摘される日本に
寄付文化を根付かせること
にもつながり、対がん協会

できる
「スマイルサポータ
ー募金」
を設けたり。さら
に寄せられた金額と同じ額

紹介する啓発チラシを商品
に同梱したりするなどの啓
発活動も行っている。

対がん協会では
「乳がん
啓発の大きな力になり、大
変感謝している。それぞれ

は同社に楯を贈って感謝の
意を表した＝写真。
同社は、
「女性の健康と
笑顔を守る」
ことを目標に

を同社がマッチングして寄
付を行うなど、幅広い募
金・寄付活動を展開してい
る。

日本対がん協会が独自に
発行している乳がん検診の
無料クーポン券のプレゼン
ト企画を今年も実施、欧米

の企業活動の中で工夫した
活動を長く続けていただく
ことは、日本社会に寄付の
文化を醸成することにつな

掲げ、2007年から
「ほほえ

ホームページやカタログ

に比べて低い乳がん検診受

がる」
と期待を寄せている。

米国屈指のがん専門病院・テキサス大MDアンダーソンがんセンターでの研修
希望者募集

今年度から２人に

日本対がん協会は８月１
日付で、米国テキサス大学
MDアンダーソンがんセン
ターの協力の下で実施して
いる研修プログラムの希望
者の募集を始めました。プ
ログラムが始まって３年目
を迎えた今年度、できる限
り多くの医師に視野を広げ

に約１年間、MDアンダー
ソンがんセンターで学んで
もらうもので、上野直人・
同センター教授のアドバイ
スを受けて実施していま
す。10年度に１人、11年
度に２人が受賞しています
（11年度は募集定員１人に
対し、選考の過程で２人に

センターでの研修は、いわ
ば
「特別枠」
で、国内での研
修とは違ったことが学べる
ものだと確信しています。
米国で実際の医療を行う
には米国での資格が必要で
すが、患者や家族との接し
方、治療方針の決め方、さ
らには臨床研究計画の作り

ットワークを設けて、日本
の地域のがん医療の拡充に
つなげていくための仕組み
を検討する方針です。
今年度の研修の募集に関
する概要の説明、申請書は
８月上旬に日本対がん協会
のホームページに掲載しま
す。希望者は申請書をダウ

てもらおうと、同センター
の理解を得て募集枠を従来

増やした）
。
運営の基になっているの

方・進め方などは学ぶこと
が可能です。現在研修中の

ンロードし、必要事項を記
入したうえで、下記まで郵

の１人から２人に拡大。奨
励金も１人200万円に倍増
させました。締め切りは
10月30日（必着）
です。多

は、がん患者・家族を支援
するイベント、リレー・フ
ォー・ライフに寄せられる
寄付です。

医師は、MDアンダーソン
がんセンターのデータを使
いながら、現状では治療が
難しい乳がんの新たな治療

送してください。日本対が
ん協会内に設けた助成審査
委員会で一次選考し、MD
アンダーソンがんセンター

くの方々の応募をお待ちし
ています。
この研修プログラムは、

がん医療を充実させるこ
とこそが、がん患者・家族
を支援することにつながり

法開発に向けた研究に取り
組んでいます。
国もがん医療の均てん化

側で二次選考をします。
〒100-0006東京都千代
田区有楽町２-５-１ 有楽

「RFLマイ・オンコロジー・
ドリーム奨励賞」
で、一般
社団法人
「オンコロジー教

ます。がん医療の充実に
は、それを担う医師の養成
が欠かせません。もちろ

を目標にしています。若手
の医師が米国のがん専門病
院で研修を重ねることも均

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

育推進プロジェクト」
の支
援を受けて2010年度から
始めました。地域のがん医

ん、国内のがん専門病院で
の研修も大切で、日本対が
ん協会も
「奨学医制度」
を設

てん化につながります。日
本対がん協会ではMDアン
ダーソンがんセンターでの

会 MDACC係あて
問い合わせは、日本対が
ん協会海外研修係
（☎03−

療を担っていこうという志
をもった日本の若手の医師

けて研修を実施してきまし
た。MDアンダーソンがん

研修を経験した医師を増や
し、日本国内で緩やかなネ

5218−4771）
までお願いし
ます。

2012年8月1日		
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検診を受けた人も不安を抱いていることを忘れないで 「がん相談ホットライン」より③
前回は子宮頸がんに関し
て、予防ワクチンが承認さ
れてから男性からも相談が
寄せられるようになったこ
とを紹介しました。今回は
当事者である女性からの相
談についてお話したいと思
います。
「検診に行っていれば子
宮を取らずにすんだかもし
れないのに、なぜ検診に行
かなかったのだろう……」
子宮頸がんを患い、子宮
を全摘する手術を受けた方
が、検診に行っていなかっ
た後悔と自身を責める気持
ちを涙ながらに発した言葉
が忘れられません。
子宮頸がんの検診では、
子宮頸部の細胞をヘラやブ
ラシでごくわずかにこすり
取って顕微鏡で調べます。
正常な細胞なのか、がん細

胞なのかがわかるだけでな

ですから、子宮頸がんの検

く、
「前がん病変」
と言われ
る
「異形成」
の細胞が見つか

診はしっかり受けてほしい
のです。

ることもあります。がんに
なるかも知れない状態のこ
とです。仮に見つかって
も、すぐにがん化するわけ

検診の実施機関や医療従
事者にもお願いしたいこと
があります。検診を受けた
女性の、検診後の不安な気

ではありません。どんな状
態か、経過をみることで子

持ちにもっと関心を持って
ほしいのです。

宮を取らずにすむ方法をと
ることも可能となります。
そのことを知り、
「もし
検診に行っていたら子宮を

異形成が見つかったとき
から
「がんになるかもしれ
ない」
と、とても不安な毎
日を過ごされる方が少なく

残す治療ですんだかもしれ
ない」
と悔やんでも悔やみ
きれない想いを語られる方
も少なくありません。
がんが見つかったことだ
けでも辛いのに、それに加
えて後悔や自責の念にから
れる。私たち相談員はその
想いに触れるたび、検診の
大切さを痛感しています。

ありません。異形成が見つ
かると、数カ月毎に検査を
してその変化をみていくこ
とがありますが、検診を受
けた女性の心理面への対応
が十分ではないと感じるこ
とが多々あります。
「次の検査までにがんに
なり全身に拡がりません
か？」

「数カ月後の検査まで待
っていても大丈夫なのです
か？」
「がんになるかもしれな
いと思うと不安でたまりま
せん」
「なぜすぐに治療しない
のでしょう？」
−。
そんな不安の声をよく耳
にするからです。
がん患者に対するサポー
トも十分とは言えない中
で、がんと診断されていな
い方へのサポートは難しい
面も多いでしょう。多くの
方々の不安に十分にはこた
えきれないもどかしさを感
じつつ、その行き届いてい
ない部分を、
私たち
「がん相
談ホットライン」
が少しで
も補うことができたら−。
その使命を果たせるよ
う、努力していきます。

子宮頸がん啓発冊子「みんな受けた？ 検診とワクチン」発行
日本対がん協会は、若い
世代を対象にした子宮頸が
ん啓発冊子「みんな受け
た？ 検診とワクチン」
を
発行した。子宮頸がんのこ
とを知らなかった若い女性
が、友人に誘われてセミナ
ーに参加したのを機に検診
を受ける−というストー
リーで検診の受診を勧奨。
Ｑ&Ａで子宮頸がんについ
て解説している。自治医大
さいたま医療センターの今
野良教授、横浜市大病院の
宮城悦子准教授が監修して
いる。
子宮頸がんをテーマにし
たセミナーなどに参加し
て、その時は
「検診を受け
なきゃ」
「ワクチンも接種し

よう」
と思っても、セミナ
ーを終えて会場を後にする
と、つい忘れてしまう。今
回の冊子は、そんな若い人
に、セミナーを終えてから
読んでもらえれば、と期待
して作った。
ストーリーは、若い女性
が街でばったり出会った幼
馴染に子宮頸がんセミナー
に誘われて参加。セミナー
の後、友人たちのよく集ま
るコーヒーショップに立ち
寄って子宮頸がんのことを

子宮頸がんのことを分かりやすく説明した小冊子
「みんな受けた？ 検診とワクチン」

Ｑ&Ａは12項目。
「子宮頸

ページと手にしやすい大き

尋ねても
「私たちには関係
ないわ」
という返事。それ

がんって、どんな病気？」
「若い女性に増えている、

さで、希望者には実費
（１
部30円）
で配布している。

でも女性は気になって産婦
人科医を訪ね、検診を受け
て、友人たちに報告する、
という内容。

って本当？」
といった基本
的な情報や、検診、H P V
ワクチンなどを分かりやす
く説明している。B6判14

問い合わせは日本対がん
協会・子宮頸がんキャンペ
ーン係
（電話03-5218-4771、
FAX03-5222-6700）
へ。
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「いのち」に想い馳せ、がん征圧を考えよう
がん征圧全国大会９月に高松市で

今年度のがん征圧全国大
会が９月14日、高松市の

込められている。
大会では、日本対がん協

サンポートホール高松で開
催される。がん征圧月間
（９月）
の中心的なイベント

会ほほえみ大使のアグネ
ス・チャンさんが、
「明るく
さわやかに生きる～アグネ

で、日本対がん協会、香川
県総合健診協会
（日本対が
ん協会香川県支部）
が主催

スが見つめた命」
と題して
に講演する。世界各地をま
わるアグネスさんが、貧困

し、厚生労働省、日本医師
会、香川県、高松市、香川
県医師会が後援する。

の中で目を輝かせて懸命に
生きようとする子どもたち
の姿を紹介しながら、自身

今回のキャッチフレーズ
は「いのち育む瀬戸内か
ら」
。今年度、日本のがん
対策の根幹となる国のがん
対策推進基本計画の２期目
がスタートした。そんな年
に
「いのち」
の尊さに想いを
馳せ、毎年多くのいのちを
奪っているがんの征圧に向
け、改めて具体的な取り組
みを考えようという狙いが

の乳がん体験を重ね合わせ
て
「いのち」
について語りか
ける。
アグネスさんは、がん患
者支援をめざす取り組みで
あるリレー・フォー・ライフ
の横浜・山下公園でのイベ
ントの実行委員長を務め
る。リレー・フォー・ライフ
はまさに「いのちのリレ
ー」
。講演では、こうした

今年度のがん征圧全国大会は
「いのち」のことを考える大会になりそうだ

点にも触れられそうだ。
さらに大会では長年にわ
たってがん征圧活動に貢献
のあった日本対がん協会グ
ループ支部や関連団体の関

胃がん検診、子宮頸がん検診をテーマに論議
がん征圧全国大会を記念

の松田一夫副理事長の４人

係者らを顕彰する
「日本対
がん協会賞」
、その特別賞
である
「朝日がん大賞」
の受
賞者を称えるほか、永年勤
続者を表彰する。

全国大会記念シンポ

んの検診に関する対がん協

科学的なエビデンスの有

会のアンケートの中間的な
とりまとめを報告し、総合
討論に入る。
全国大会記念シンポジウ
ムではここ数年、検診受診

無、生じている問題、さら
には社会背景を踏まえた検
診のあり方などを、会場と
一緒になって議論したい考
えだ。

厚労省のがん検診のあり方
に関する検討会のメンバー

率の向上や、健康管理、健
康教育などについて議論さ

今回は、結論は出さずに
議論をそれぞれのWGが引

ついて報告するとともに、 を務める。
会場に集った日本対がん協
国のがん対策推進基本計
会グループ支部および関連 画
（２期目）
などについて木
団体の関係者らをまじえて 村課長が説明した後、渋谷

れてきたが、検診の手法そ
のものをとり上げたことは
なかった。
一方で、胃がんと子宮頸

き取る形でさらに検討を積
み重ね、厚労省のがん検診
のあり方に関する検討会の
議論と連携しながら来年の

ディスカッションをする。
パネリストは、厚生労働

センター長と今野教授がそ
れぞれ胃がん検診、子宮頸

がんの検診に関しては、 シンポジウムで一定の方向
様々な手法が導入された を示すことにしている。

省がん対策・健康増進課の
木村博承課長、自治医科大
学さいたま医療センターの
今野良教授、宮城県対がん

がん検診の現状について講
演する予定。
続くパネルディスカッシ
ョンでは、
まず、全国の自

り、検討されたりするな
ど、一部に混乱も生じてい
ると指摘される。
対がん協会では、今回の

協会の渋谷大助健診センタ
ー長、福井県健康管理協会

治体、支部・関連団体を対
象とした胃がんと子宮頸が

シンポジウムでは、この２ 考え方を示していく考え
つの検診の手法を中心に、 だ。

したシンポジウムは大会前 （予定）
。
日の９月13日午後に開催
渋谷センター長は胃がん
される。今回のテーマは 検診WGの座長、今野教授
「がん検診」
。日本対がん協 は子宮頸がん検診WGの座
会が設けた胃がん検診と子 長、また松田副理事長は、
宮頸がん検診のワーキング
グループ
（WG）
での議論に

対がん協会では、国が勧
める５つのがん検診につい
て、適宜、検診実施機関と
しての立場から検討をし、

