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受賞者の横顔
対がん協会賞
子宮頸がん検診にHPV検査
厚労省が方針固める
海の日記念チャリティー
コンサート

静岡県立静岡がんセンターに

朝日がん大賞 「がんよろず相談」10年の活動を評価
協会賞は宮城・菅原氏ら６氏３団体に

日本対がん協会は９月１
日付で、2012（平成24年）

や家族はもとより、医療従
事者と対面・電話による相

年度の朝日がん大賞を、が
ん患者や家族らの様々な相
談にのる
「がんよろず相談」
を開設以来10年にわたっ
て続けてきた静岡県立静岡
がんセンター
（山口建総長）
に贈ると発表した。
また、日本対がん協会賞
はがん征圧活動に大きな功
績のあった６氏と３団体に
決まった。９月14日に香
川県高松市で開かれる
「が
ん征圧全国大会」
で表彰さ
れる
（２～５面に受賞者の
紹介）
。

談に応じることで21世紀
の理想のがん相談を追求。
全国のがん診療連携拠点病
院の相談支援センターのモ
デルともなっており、その
静岡がんセンターの山口総長（左から２人目）と
「よろず相談」のスタッフたち
活動全般が高く評価され
た。
く貢献したことが評価され
日新聞社の協力を得て創設
対がん協会賞個人の部に
た。
され、今年で12回目。日
選ばれたのは、元宮城県対
対がん協会賞団体の部に
本対がん協会賞は45回目
がん協会検診センター所長
は、検診の重要性を県内に
で、がん征圧活動に功績の
の菅原伸之氏（72）
、愛媛
発信するなど福島県のがん
あった個人と団体に贈られ
県の蔵原放射線科医院院長
患者会の中心的存在である
る。
の蔵原一郎氏（83）
、千葉 「しゃくなげ会
（小澤道子会
選考委員は次の通り。委
ヘルス財団理事長の崎山樹
長）
」
、乳がんの啓発と患者
員長・垣添忠生・日本対がん
氏（72）
、いわてピンクリ
支援を中心に30余年にわ
協会会長、副委員長・武藤

静岡がんセンターは
2002年の開設。以来、病
院や研究所、疾病管理セン
ターが一体となって、がん

ボンの会会長・仁昌寺幸子
氏（62）
、前山形県結核成
人病予防協会細胞診センタ
ー所長の早川澄夫氏
（80）
、

たって活動を続ける
「あけ
ぼの会
（ワット隆子会長）
」
、
未受診者への再通知や電話
による受診奨励で県内最下

徹一郎・がん研究会上席常
務理事・メディカルディレ
クター、横倉義武・日本医
師会長、佐々木常雄・都立

患者や家族らが抱える悩み
や負担を和らげるための支

岡山県のくにとみ外科胃腸
科医院院長の岡﨑邦泰氏

位だった受診率を１位とし
た
「香川県宇多津町
（谷川俊

駒込病院名誉院長、大内憲
明・東北大学大学院医学系

援に取り組んできた。とく
に疾病管理センターのもと
にある
「がんよろず相談
（相
談支援センター）
」
は、患者

（78歳）
の６氏。
それぞれの地域で精度の
高い検診体制の確立に尽力
し、地域住民の健康に大き

博町長）
」
の３団体が選ばれ
た。
朝日がん大賞は日本対が
ん協会賞の特別賞として朝

研究科長・医学部長、上田
俊英・朝日新聞科学医療部
長、箱島信一・日本対がん
協会理事長。

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
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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患者と家族の徹底支援 その秘訣は「連携と協働」
静岡県立静岡がんセンター「がんよろず相談（相談支援センター）」

がん患者と家族のあらゆ
る悩みに病院が一体となっ
て取り組む−それが第12
回朝日がん大賞を受賞した
静岡県立静岡がんセンター
「がんよろず相談
（相談支援
センター）
」
の開設以来の位
置づけである。
相談員として開設当初か
ら携わる医療ソーシャルワ
ーカー
（MSW）
の浜崎亮さ
んは
「患者さん、家族の視
点での医療の実現」
が重要
だと話す。
時として患者・家族の代
弁者として病院に物を申す
ことにもなる。
医師や看護師、薬剤師、
栄養士などすべての職員に
「よろず相談」
の存在意義を
共有し、活用しょうという
意識が根付かないと理念が
空回りする。

１万2,000件とセ
カンドオピニオン
が約1,000件。電
話と対面が半々
で、全体の約９割
を占める。県内か
らが多いが、九州
などからも相談が
ある。＜よろず＞
の名称通り、相談
内容は多岐にわたる。治療
や検査内容、症状などの医
療系、受診方法、在宅介護
などの看護系、お金や就労
などの福祉系、医療者との
関係などが全体の９割を占
める。
入院患者の家族が気分転
換に水泳をしたい、といわ
れプールを探したこともあ
る。いわば
「病院版コンシ
ェルジェ」
だ。

方法の１つ」
と話すのは相
談員の経験もあり、現在は
患者・家族支援研究部部長
の石川睦弓さん。

ンターに置かれ、病院＝医
療従事者とは一線を画す。

患者・家族の医師や看護師
などに対する不満も院内・
石川さんは厚生労働科学
幹部に伝えられ、改善の道
研究費を受けた研究グルー
を探ることが可能な組織体
プ の 一 員 と し て 0 3 年 、 系となっている。これが
7,885人のがん体験者を対 「徹底支援」
を実現する方策
象に悩みや負担などを調
であり、静岡がんセンター
査。報告書を
「Web版がん
の特徴といっても過言では
よろず相談Ｑ&Ａ」
の中で
ない。
「悩みのデータベース」
とし
患者や家族の声を聞くシ
て公開している。
ステムは、よろず相談とは
患者図書館も重要な場所
別に院内13カ所に設置さ
だ。一般書約4,300冊、医
れた
「ご意見箱」
や、職員に
学関連書約2,000冊、ビデ
よる
「各種意見報告システ
オやCD、DVDが約920タ
ム」
なども６つのルートが
イトルのほか雑誌や新聞な
ある。
ど多様な資料を備えてい
こうした取り組みによっ

静岡がんセンターは富士
山の裾にある長泉町に
2002年に開院した、県内
唯一のがん専門病院。38

出張相談も実施する。現
在は国の補助金も受けてい
るが、よろず相談は県のが
ん対策の一環として開設さ
れた経緯もあり、センター
を利用することが困難な県
民のために、医師や看護

専門診療科、589床を備え
る全国でも屈指の規模だ。

師、MSW、保健師など２
～３人のチームが出向いて

る。
訪れる患者の頼りになる

て患者満足度調査では
「満
足」
「やや満足」
がこの５年

緩和ケア病棟も整備されて
いる。
正面玄関を入るとすぐに
「よろず相談」
の文字が目に

いる。年に８～９カ所、浜
松市や藤枝市などでも開催
されている。
多岐にわたる相談を担う

のが図書館担当看護師長の
廣瀬弥生さんだ。
「白衣を着
ているからでしょうか、声
をかけられ、お話を聴き、

間９割を超えている。
「病院全体のバックアッ

飛び込んでくる。受付はオ
ーバーカウンター。患者や

相談員は現在７人。全員が
MSWだ。

内容によってよろず相談を
紹介することがあります」

圧 倒的な利 用者 数と
多岐にわたる内容

家族の生の声を聞くための
工夫だ。
相談は電話、対面、メー
ル、ファクスなどで平日の
午前８時30分から午後５
時まで受けている。相談件
数は開設した02年度
（９〜
３月）
が3,625件で４年目に
１万件を超えた。現在は約

さまざまな方法を実施
悩みや負担の解決に必要
な情報を手軽に入手できる
ようにと07年、相談内容
をまとめた
「Web版がんよ
ろず相談Ｑ&Ａ」
を病院の
HPに掲載した。
「HPにアク
セスしてもらうことも相談

患者・家族と病院をより
密接につなぐために、
「患
者サロン やまなみ」
も今
年５月にオープンした。

よろず相談の特徴とは
よろず相談は静岡がんセ
ンター内の組織としては病
院部門とは別の疾病管理セ

プ、敷居の低さ、患者・家
族はもとより職員のだれも
が利用する、この３つが相
談支援センターを活性化す
ることにつながる」
と山口
建総長。
医療従事者を含む全職員
が連携と協働で取り組む患
者・家族の支援−全国の
がん診療連携拠点病院の相
談支援センターにとっての
ヒントをよろず相談にみる
ことができるだろう。
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日本対がん協会賞

に４日、約800人の読影を
こなす。張りのある声と艶
やかな顔色は、ホッケーで

に今はグラウンドに立つこ
とはないが、四国と県のホ
ッケー協会会長としても後

山上に山あり、山また山

鍛えた財産だろう。さすが

進を激励している。

個人の部

元宮城県対がん協会
検診センター所長

すがわら のぶゆき

菅原 伸之氏（72歳）

がん予防にさまざまなアイデアと工夫

果をより確かなものにする
ために1989年、宮城県対
がん協会に電算システムを

千葉県がんセンター名誉センター長 さきやま しげる
崎山 樹氏（72歳）
千葉ヘルス財団理事長
したり、県内の百貨店や

導入、受診者の検査歴や結
果などデータを一括管理
し、過去の結果と比較読影

ショッピングセンターで
の
「がん予防展」
を創設した
りした。模擬胃がんの内視

山−宮城県対がん協会を
設立し、検診車を利用した

するなど精度管理を重視し
てきた。現在、受診登録者
数は110万人を超える。

鏡観察や模擬乳がんを使っ
て触診の仕方を説明するほ
か、禁煙やがん予防の食事

がん集団検診を日本で最初
に実施した黒川利雄・元東
北大学学長が、がんを山に

視触診が主流だった乳が
ん検診で89年当時、50歳
以上を対象に年間5,000人

例えた処世訓を座右の銘と
する。
「医科大学を卒業し、医
局などに勤めた後は故郷で
開業医をしようと思ってい
たけど、黒川先生たちの導
きがあり、がん検診と診断
の世界へ。検診はライフワ
ークです」
と話す。
一次検診機関による精
検・診断・治療への誘導の一
貫した
「宮城方式」
。その効

のマンモグラフィ併用検診
を企画・実施。日本のマン
モグラフィ検診の礎を築い
た。
宮城県対がん協会検診セ
ンター所長を50代で退き、
市立病院院長などを務め
た。現在も週３回、健診と
診断に従事する。がん対策
という山を登り続ける日々
は変わらない。

山上に山あり、山また

検診と診断の精度管理に尽力

医療法人蔵原放射線科院長
愛媛県総合保健協会胃がん検診精度管理委員会委員長

くらはら いちろう

蔵原 一郎氏（83歳）

培ったチームプレーの精神
をがん対策にも生かしてき
た。

予防第一。早期発見・早
期治療ががん治療の原点と
いう信念に基づき、がん検
診事業を実施し、発展に寄
与してきた。
検診の信頼性確保と精度
向上には
「行政、撮影する
者、読影する者の連携が肝
心」
という。旧制台北高校
時代にグランドホッケーで

「病気の本質を勉強した
いと思ったのが基礎研究へ
進んだ動機です」
アメリカでの３年余にわ
たる遺伝子研究を終え、千
葉県がんセンターの研究員
となったのは1972年だっ
た。
88年には広報委員に就
任。生化学研究を続けなが
ら県民に向けてがん予防の
普及・啓発のために様々な
アイデアと工夫をしながら
取り組んできた。
がん征圧月間の９月、地
元紙のがんに関する特集の
紙面づくりにアドバイスを

指導など、暮らしとがん対
策を意識した企画を実施し
てきた。
98年からは、中高生を
対象としてがんと関連深い
遺伝子を学ぶ
「夏休みサイ
エンススクール」
を始める
など若い世代に向けた啓発
活動にも先駆的に取り組ん
できた。
現在は千葉ヘルス財団の
理事長を務める一方で、所
長を務めた千葉赤十字血液
センターでの問診医など多
忙な日々を送っている。

受診率向上に策あり

いわて
ピンクリボンの会会長

にしょうじ さ ち こ

仁昌寺 幸子氏（62歳）

だった。町役場の保健推進
係として、きめ細かい検診

松山赤十字病院放射線科
部長時代の1967年から読

体制を作り上げた結果だ。
策は２つ。保健推進員の

影にかかわり、現在も胃集
団検診委員長として、読影
医や放射線技師など後進の
指導と精度管理向上に腐心

育成・指導と、医師で構成
する検診推進委員会の結成
だった。推進員は町民と行
政のパイプ役として、検診

する。若い医師が内視鏡診
断にこだわる結果、県内読
影医の高齢化がすすみつつ
ある現況には、忸怩
（じく
じ）
たる思いがある。
80代半ばで開業医とし
て診療をするかたわら、週

岩手県岩手町の高い受診
率を紹介すると−胃54.5
％（岩手県：2 2 . 0 %）
、肺
84.7%
（36.0%）
、大腸70.7%
（25.0%）
、子宮 5 3 . 4 %
（25.7%）
、乳房 6 2 . 2 %
（25.9%）
。
実は十数年前まで、県内
での受診率は下位グループ

案内書の手渡しや未受診者
への受診勧奨などを担っ
た。委員会は受診状況の把
握・評価、継続受診や未受
診への対策を練った。
これが町民・医療機関・行
政の三者が一体となって取

対 が ん 協 会 報

（4）

2012年9月1日

り組む
「岩手町方式」
と後に
呼ばれることになる。

最後に役場を退職したが、
保健師となって40年、現

け、講習修了者を県医師会
が認定することにした。約

の県内市町村の行政からも
反対の声が上がったとい

厚労省や岩手県のがん対
策推進協議会委員としてが
ん対策にも尽力してきた。

在も健康相談や家庭訪問を
続ける。健康は家庭からを
実践する日々だ。

600人の医師が参加した。
直ぐに結果が出た。講習
開始の翌年の乳がん発見率

う。
壁を一つひとつ乗り越え
て実現させた講習会は、
04

は0.04%から0.17%に上昇
し全国でもトップグループ
になった。その後も講習会

年からマンモグラフィの読
影研修も加え、勤務医・開
業医が一体となって取り組

検査を実施できるようにし
ました」
という。

は続けており、視触診での
発見率は全国１位を保って
いる。
しかし、講習会実施の道

む
「岡山方式」
の乳がん検診
はより精度を高めている。
古式泳法神伝流九段の腕
前で、水泳と水中散歩で健

また、73年には名前や
住所、問診内容、検査結果

のりは平坦ではなかった。
ある程度は予想していたと

康を維持。開業医として診
察するかたわら、県の乳が

はいえ、郡市医師会や乳が
ん専門医などに加え、当時

ん部会委員としても多忙な
日々を送っている。

山形県の子宮がん検診は
1966年、一部の医療機関

などのデータを電算化し、
統計処理までできるように
し、検診の実施状況を分
析。講演などで活用した。

で開始され、２年後に県が
婦人科検診車を整備し本格
的に実施されるようになっ
た。
細胞診判定ができる県内
の全産婦人科医師が参加す
るという
「山形方式」
だが、
その中心的存在として検診
体制を作り上げてきた。
検診に従事する看護師や
検査技師など人的育成はも
とより、検診車の設計にも
かかわった。
「東北大学の野田起一郎
先生と県立中央病院の山下

81年には日本臨床細胞
学会県支部理事に就任。症
例検討会の実施や講演会・
研修会を県内で開催し、産
婦人科医や臨床検査技師の
細胞診指導や育成、検査精
度向上に貢献してきた。
98年には山形県結核成
人病予防協会細胞診センタ
ー所長として勤務する一方
で、県内の産婦人科医不足
で検診従事医師の確保が難
しくなった状況に対応しよ
うと、事業所や市町村で実
施する子宮がん検診に出向

徹先生の指導を受け、車内
に待合室や診察室を設け、
細胞診の検体処理と顕微鏡

くなど受診率向上に尽力し
た。

３年前に健康福祉課長を

検診車設計にも参加、子宮がんと40余年
前山形県結核成人病予防
協会細胞診センター所長

はやかわ す み お

早川 澄夫氏（80歳）

日本対がん協会賞
団体の部

福島のがん克服者の中心的存在

しゃくなげ会（小澤道子会長）

子宮がんを克服した患者
の集まりで、1974年に結

らね」
と設立当時を振り返
る。

成された。福島県保健衛
生協会のがん検診車
「しゃ
くなげ号」
での集団検診で、

2010年からは県内で開
催されている
「リレー・フォ
ー・ライフ」
にサバイバーと

がんが発見されたことが名
称の由来になっている。シ
ャクナゲは福島県の県花

して参加したり、テレビ朝
日系列の健康番組で女性の
病気をテーマにした番組の

続いていた。
この原因を探ってみたと

だ。
会長の小澤道子さんは
「検診で早期発見され、早

取材協力をしたりするな
ど、がんに対する正しい知
識の普及啓発や検診の受診

ころ
「触診で異常に気がつ
いていても、乳腺症と判断
し経過観察にしていた」
ケ

期治療を受けたからこそあ
る生命」
と自らの体験をも
とに検診の重要性を県内に

奨励を行う。
がんという言葉がタブー
視されていた時代から約

岡山県の乳がん検診は、
受診率では全国でベスト

ースも少なくなかった、と
いう。
そこで、2001年から検

発信し続けてきた。
また、家族にも話せない
不安や悩みを分かち合って

40年。県内のがん克服者
の中心的団体として苦楽を
共にしてきた39人が現在

10内にあったが、発見率
は40位以下という状況が

診医に県医師会の指定する
講習会の３回受講を義務付

きた。
「患者会などがなくて
話し合う場所がなかったか

も活動している。

乳がん発見率向上に努める

くにとみ外科胃腸科医院院長
岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会委員

おかざき くにやす

岡﨑 邦泰氏（78歳）

2012年9月1日		
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検診が常識になることを願い設立

Breast Cancer Network Japan あけぼの会（ワット隆子会長）

診奨励などを実施。また集
団検診に予約検診をとりい
れたり、待ち時間短縮策を
とったりし、受診者の利便
性に配慮した集団検診体制
を確立した。
とくに子宮頸がん、乳が
ん検診で若い世代の受診率
を伸ばした。
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の受診率が向上し、2010
年度には、子宮頸がん、乳
がん検診が県内１位となっ
た。
「がんの少ない町を目指
そう」
と次の抱負を語る谷
川俊博町長。次なる目標を
もった町の取り組みは今後
も目を離せない。

すると相乗効果で町全体
※年齢、肩書きなどはは９月１日現在
「30歳を過ぎた女性が、
子宮がんと乳がんの検診を
年に２回受けるのは常識で
す」
と会長のワット隆子さ
んは夫の仕事の関係で滞在
中だったアメリカの医師に
言われた。
当時の日本ではがん検診
はまだ浸透しておらず、が
んであることをオープンに
することも憚
（はばか）
られ
た時代だ。５年の在米生活
を終えて帰国した1977年、
37歳で乳がんと診断され
た。
「100％の確信がほしく
て」
患部の一部を切り取っ
て顕微鏡で調べる生検を受
けたらがんが発見されたと

いう。
「痛くも痒くもなく、
ほっておいたら……」
。自
身の体験をもとに、病気の
不安や負担を話し合う場所
をつくり、検診後進国だっ
た日本で検診や早期発見・
治療の大切さを知ってもら
うために78年に会を創設
した。
患者支援も活動の柱だ。
母の日には全国一斉街頭キ
ャンペーンを28年にわた
り続けるほか、電話相談や
乳がん相談会などを全国各
地で実施している。
結成から34年、全国に
33支部、会員約3000人と
全国規模の団体となった。

県内受診率最下位からトップの座へ

香川県宇多津町
（谷川俊博町長）

永年勤続表彰者
◇青森県総合健診センター

室井則子、
小野美由紀、
工藤
玲子

◇岩手県対ガン協会
立花慶太

◇秋田県総合保健事業団
小野寺拓也

◇やまがた健康推進機構

渡邉美佐、
木戸ひとみ、
三宅
哲雄、
小関香織、
髙橋恵美、
斎藤 晃

◇栃木県保健衛生事業団

思いと策を待っていたが、
健康増進課の山下忍課長か
らは至極普通の言葉が戻っ
てきた。
「健康で長生きをしてい

受診案内に加え、未受診者
への再通知や電話による受

◇京都予防医学センター

宇野小巻、
土田真弘、
佐藤篤
彦

◇兵庫県健康財団

宮田俊介、
井之上健、
林 優
子

◇和歌山県民総合健診センター
小林栄志

◇鳥取県保健事業団
宮本雅彦

◇とくしま未来健康づくり機構

牛込有子、
山田充宏、
細野範
子、
齊藤圭子、
村田和久

瀬川恵美子、
河村玲二、
長安
みどり、
西村武、
宮崎修一
長尾昌代

◇愛媛県総合保健協会
石水敦史

◇高知県総合保健協会

朝海展浩、
原 澄江、
田岡真
子、
朝日和香

◇福岡県すこやか健康事業団

具志秀和、
佐藤陽一郎、
河村

岡田右子、
加藤智子、
野﨑統
美子、
藤井 透、
吉野麻樹

俊子、
高巣富美、
花木光治
郎、
山田 耕

岸 克也

鐘ケ江淳也

◇新潟県健康づくり財団

医療費が削減できます」
しかし、取り組み内容は
きめ細やかだった。検診希
望調査や個別郵送方式での

井場孝子

大野悌典、
田村晴美、
大川浩
代、
岩上徳久、
清水康統、
川
島達弥、
吉田和代、
吉澤梅
子、
西谷久美子、
野上智治、

◇群馬県健康づくり財団

◇ちば県民保健予防財団

ただきたい。病気は早期発
見、早期治療。そうすれば

◇滋賀県健康づくり財団

◇山口県予防保健協会

井上賢一、
廣野絵美

2004年度のがん検診受

78人（敬称略）

佐藤祥一、
渡邉 哲、
七ツ矢
晃子

◇埼玉県健康づくり事業団

診率が県内 1 7 市町中 1 7
位−最下位脱出への熱い

28団体

◇長野県健康づくり事業団

田中久美子、
唐木厚子、
町田
純子

◇福井県健康管理協会
吉田成範

◇岐阜県教育文化財団
井川佐知子

◇三重県健康管理事業センター
上妻聡子

◇佐賀県総合保健協会
◇長崎県健康事業団

田口祐一、
若杉奈津子、
今里
裕樹、
岩田由尚

◇熊本県総合保健センター
木原優子

◇鹿児島県民総合保健センター
中間慎一郎、
坂下真奈美

◇沖縄県総合保健協会
上原あつこ
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子宮頸がん検診にHPV検査導入案

2012年9月1日

厚労省がん検診検討会で議論

厚生労働省のがん検診の
あり方に関する検討会
（座

は出なかった。
参考人や検討会メンバー

人の間からは、がん検診を
適正に行い国民の健康に資

んを起こすヒトパピローマ
ウイルス
（HPV）
感染の有

長＝大内憲明・東北大医学
部長）
が９月３日に開催さ
れ、厚労省側から
「今後の

による質疑・議論では、海
外の論文や関係団体が示し
ているガイドラインなどを

するには、だれががん検診
を受け、だれが受けていな
いかを正確に把握し、受診

無を調べる検査。欧米で
は、この検査でスクリーニ
ングした後に細胞診を組み

子宮頸がん対策
（子宮頸が
ん検診）
について
（案）
」
が示
された。

もとに、
「（日本で）
導入す
るとしたら、現行の子宮頸
がん検診で実施されている

を勧奨したり再勧奨したり
することが必要で、
「検診
のレジストリー
（登録）
が欠

合わせたり細胞診と併用し
たりする手法が導入・推奨
されている。精度の高い検

「子宮頸がん罹患率の高
い年齢層
（30代）
を中心に、
HPV検査を実施」
という案
で、５人の参考人
（学識経

細胞診とどのように組み合
わせるか」
「その科学的根拠
が日本にあるか」
「有効性を
評価するには臨床研究が必

かせない」
という強い指摘
があった。
厚労省ならびに検討会で
は今後も議論を重ね、年内

診が望める一方、感染して
も発症する人は少なく、導
入の仕方によって
「過剰検
診」
「無用な心配を与える」

験者）
の説明・意見を聞きな
がら議論が展開されたが、

要ではないか」
などといっ
た意見が交わされた。

には方向性を示したい考え
だ。

との懸念もある。子宮頸が
ん検診システム全体を見通

検討会メンバーや、参考

HPV検査は、子宮頸が

H P V検査への明確な反対

した対応が欠かせない。

子宮頸がん国際学会「2012EUROGIN/WACC Forum」に参加して
し、細胞検査士やジャーナ
リストの方々と一緒に訪欧
した。
20代への啓発、予防対
策は−。学会ではまず、

７月８〜11日にチェコ・
プラハで開かれた子宮頸が
ん の 学 会「 E U R O G I N
2012」
と啓発を進める国際
会議
「2012 WACC Ｆｏｒ
ｕｍ」
に参加した。二つの
会議を通じて感じたのは、
子宮頸がんを予防しよう
と、本気で取り組んでいる
国が少なくない、というこ
とだ。日本の20代は子宮
頸がん検診を受けている人
も、HPVワクチンを打っ
ている人も少ない。私たち
女子大生にできることは何
だろうか。世界遺産の古
都・プラハで学んだことを
どういかしていくか。考
え、行動していきたい。
子宮頸がん征圧を目指す
専門家会議のツアーに参加

その点が気になって、いく
つかの発表を聞いた。
オーストラリアなどでは
私たち大学生以上の世代に
もワクチンの接種を促進す
る助成が行われた。いわゆ
る
「キャッチアップ」
世代へ

ても、
「本気度」
が違うよう
に感じた。たとえばオラン
ダ。子宮頸がん検診の方法
や受診間隔には違いがある
ものの、それ以上に未受診
者対策に差があった。
未受診者には個別に再勧
奨をするのは当たり前、そ
れでも受診していない人に
は、子宮頸がんの原因とな
るヒトパピローマウイルス
（H PV）
への感染の有無を

の予防対策だ。
日本では2010年度から
ワクチン接種への公費助成
が始まり、中１〜高１を中

調べるHPV-DNAテスト
の自己採取キットを送る、
という徹底ぶりだ。
自己採取が広がることに

心に多くの女子がワクチン
を接種している。

私は抵抗感がある。女性が
婦人科に訪れる機会を減少

しかし、その上の世代の
接種率は非常に低い。この
世代もワクチン接種により
子宮頸がんの予防に効果が

させることにつながり、他
の病気を見逃す恐れもある
からだ。ただ、予防できる
ことは徹底して予防しよう

あるのに対策がとられてい
ないのだ。この世代への助

という、明確な意図を示す
国があることに驚いた。

成を実現させるには、当事
者である私たちが声を上げ
ることが大切ではないか
と、つくづく感じた。

子宮頸がん予防に向けた
対策がどんどん進む現状を
目の当たりにして感じたこ
とがある。それは、啓発活

検診の受診を勧めるにし

動も各年代に応じた方法を

考えなければいけない、と
いうことだ。
プラハで学んだことを多
くの人たちに伝え、日本で
子宮頸がん予防をしやすい
環境を整えていきたい。学
生たちの予防活動に対する
希望の声を集め、医療従事
者や行政の方々に伝えてい
きたい。
学会期間中に、誕生日を
迎えた。学会の正式なディ
ナーでピアニストがハッピ
ーバースデーの曲を弾いて
くれた。世界の第一線の医
師や研究者、啓発団体の
方々が祝ってくれ、一生の
思い出になった。子宮頸が
んで悩む人を１人でも減ら
したいという思いととも
に。
このような貴重な機会を
与えてくださった子宮頸が
ん征圧をめざす専門家会議
をはじめ多くの皆様に感謝
し、お礼を申し上げます。
女子大生リボンムーブメント
代表 新井涼子
（横浜市立
大学３年）

2012年9月1日		
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東京フィル「海の日記念チャリティコンサート」

「がん教育基金」へ219万円を寄付
東京フィルハーモニー交
響楽団の
「海の日記念チャ

が「楢葉音頭」
「 大地」
を披
露。さらにタレントの山田

リティコンサート」
が７月
15日、東京オペラシティ
コンサートホールで開かれ

邦子さんw i t hスター混声
合唱団が
「我は海の子」
など
を合唱した。山田さんがユ

た。
「がん教育支援のため
に」
と銘打って、日本財団
の助成で開催されるこのコ

ーモアをまじえながら、が
ん検診の大切さを訴えた。
寄せられた寄付は、入場

ンサートは今年で３回目。
「海の日」
にちなんだイベン
トとして知られつつある。

料による219万４千円に加
え、会場での募金活動によ
る10万５千円。

この日の入場者は1300人。
入場料など229万５千円が
日本対がん協会の
「がん教
育基金」
に寄せられた。

対がん協会では、国民の
２人に１人が生涯にがんを
患う時代、がんのことを中
学、高校生のころから知っ

とを教えられる人材が不足
したりしているといった課
題も大きい。
対がん協会では、がん教

前授業を行っている。
日本財団では、この活動
を支援し、寄付への意識が
希薄とされる日本に寄付文

渡邊一正さんの指揮で東
フィルがラヴェルの
「ボレ
ロ」
などを演奏した。ゲス
トとして福島県ならは天神
太鼓うしお会の子どもたち

てもらうことが、がん対策
に欠かせないと考え、がん
教育を展開している。しか
し、中学、高校生向けの教
材がなかったり、がんのこ

育基金がん教育用のDVD
「がんちゃんの冒険」
をつく
り、希望に応じて配布して
いるほか、中学や高校に講
師を派遣し、がん教育の出

化を根付かせようと、チャ
リティコンサートを開催。
この３年間で、東フィルか
らの同基金への寄付額は約
890万円にのぼる。

「ほほえみ基金」に338万円
楽天銀行が寄付

山田邦子さんwithスター混声合唱団などもゲスト出演し、東京フィル
ハーモニー交響楽団と一緒に歌声を響かせた＝東京フィルハーモニ
ー交響楽団提供

福島で全国巡回がんセミナー

がん検診の大切さを訴え

この寄付は楽
天銀行で行われ
ているハッピー
プログラムによ
る社会貢献。エ
ントリーした加
入者が対象のサ
ービスを利用す
るごとにポイン

日本対がん協会と福島県
保健衛生協会
（日本対がん
協会福島県支部）
は８月24
日、全国巡回がんセミナー
を福島市のコラッセふくし
まで開いた。市民ら311人
ががん検診の大切さを学ん

続いて岩波洋・坪井病院
院長が
「福島県におけるが
ん検診」
をテーマに講 演 。

だ。
鈴木仁・福島県保健衛生

福島県のがん統計や写真を
示してがんとがん検診につ

トが付与され、
手数料無料など

いて解説した。
最後に鈴木牧子・ひいら
ぎの会代表世話人が
「
『その
人らしく』
を大切に生きる」

楽天銀行株式会社
（東京

けられる。今回はハッピー

協会会長が開会の言葉を述
べ、大平正芳・福島県保健
福祉部健康衛生担当次長が
あいさつをした。

都品川区）
はピンクリボン
支援として日本対がん協会
の
「乳がんをなくす ほほ

プログラム２周年記念の社
会貢献としてピンクリボン
の応援のために寄付した。

講演ではまず垣添忠生・
日本対がん協会会長が
「わ
が国のがん対策に占める検

と題して講演した。鈴木さ
んは対がん協会が各地の実
行委員会とともに主催する

えみ基金」
に338万9118円
を寄付した。楽天銀行は昨
年も346万5965円をがん征

まず、2012年３月に付
与されたポイントと同額の
金額を、続いて2012年４

診の重要性」
をテーマに、
がんとはどのような病気
か、予防と検診、診断と治

リレー・フォー・ライフの東
北ブロックスタッフとして
活躍しているがんサバイバ

圧のためにと対がん協会に
寄付している。対がん協会
の箱島信一理事長は楽天銀

〜６月に株式会社イーネッ
トなどの協力を得てATM
取引１件につき１円を、楽

療、わが国のがん対策など
をわかりやすく説明。自身
のがん体験を織りまぜなが

ー。自身の卵巣がん体験や
リレー・フォー・ライフ紹介
をしながら、
「１年に１回

行の永田俊一代表取締役社
長に感謝状を贈った。

天銀行が負担した。

ら、人が生きるということ
について語りかけた。

は検診を受けることをお勧
めします」
と訴えた。

箱島信一・日本対がん協会理事長（左）から感謝
状を贈られる永田俊一・楽天銀行社長

のサービスが受

対 が ん 協 会 報
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リレー・フォー・ライフ ジャパン2012本格シーズン迎える
北海道と愛知で８月に開催 ９月は15、16日に全国11カ所
「リレー・フォー・ライフ ジャパン2012」
が本格的なシーズンを迎えた。８月に北海道と愛知県で計４カ所の
リレーが行われ、多くの患者・家族・支援者らが大地を踏みしめて歩き続けた。今年は寄せられた寄付をもと
にした
「リレー・フォー・ライフ プロジェクト未来」
が始まった記念の年。一人ひとりの
「希望」
の実現に向けて
大きな歩を踏み出した。
北海道では、いしかり
（８月４、
５日）
、室蘭（同
25、
26日）
、函館（同）
の３
カ所で、愛知県では一宮
（同）
でそれぞれ開催され

て市民の間に定
着してきた。ス
テージでは北海
道庁が「がん対
策推進シンポジ

た。
いしかりは、
「未来へつ
なぐ」
をスローガンに、江
別市の道立野幌総合運動公
園で開かれた。多くの学生
ボランティアが支える中、
昨年より６チーム多い15
チームが参加。大自然の中
でラップを重ねた。
「みんな
で語れ場」
と名付けたコー
ナーが設けられ、サバイバ
ーたちが語り合ったり、互
いにマッサージをしあって
疲れを癒したりするなど、
交流を深めていた。

ウム」
を開催し
た。今年施行さ
れた「がん対策
推進条例」
のき

室蘭でのリレーは５年目
を迎え、がん患者・家族を
支える
「夏のイベント」
とし

模ながら、約200のルミナ
リエが函館港に面した海浜
公園・緑の島を浮かび上が

っかけは、第１
今年５回目を迎えた室蘭のリレー・フォー・ライフ。がん患者・家族を支える夏の
イベントとして定着してきた
回目の実行委員
長だった故金子明美さんの
らせた。参加者たちは波音
ターアクトクラブの人たち
強い請願だったことを道側
が聞こえる中で思いが込め
もスタッフとして参加。ア
が紹介。患者の希望が次代
られたメッセージを読みな
ットホームなリレーが、サ
に受け継がれ、実現してい
がら、今は亡き人をしのん
バイバーやケアギバーに元
くことに多くの参加者が勇
でいた。
気と勇気を与えていた。
気づけられた。
愛知県の一宮では、総合
リレーは９月に入って
今年が２回目の函館は参
運動場陸上競技場に約300
１、
２日に福島、長野県松
加チームが６チームで、参
人を集めて初めて開催され
本で開かれるなど、９月は
加者総数も約150人と小規
た。小倉克章・実行委員長
全国22カ所で開催・計画さ
の下、10人ほどの実行委
員が準備を進めてきた。地
元に工場をもつ企業やロー

がん総合相談研修プログラム策定事業

れている。がん征圧月間
は、まさに
「リレー月間」
と
も形容できそうだ。

シンポジウム開催 ９月30日

日本対がん協会はシンポ
ジウム
「考えよう！がんピ
アサポート研修プログラ
ム」
を９月30日午後１時か

より厚生労働省の委託を受
前半は、
「がんピアサポ
け、
「がん総合相談に携わ ート研修プログラムに求め
る者に対する研修プログラ ること」
をテーマに、ピア
ム策定事業」
を進めてきた。 サポート活動を行う患者・

ーよろず相談社会福祉士）
、
秋月玲子
（厚生労働省がん
対策・健康増進課課長補佐）
の６氏を予定。

ら、東京都中央区築地の国
際研究交流会館
（国立がん

患者・家族の相談に適切に
こたえられるピアサポータ

家族、医療者、行政代表が
講演する。演者は、齋藤と

また、相談シーンをおさ
めたDVDの試写をし、パ

研究センター築地キャンパ
ス）
で開催する。また大阪
府立成人病センター本館６

ーを育てる相談対応方法な
ど、基本知識が習得できる
研修プログラムを作成。シ

し子
（アイビー千葉）
、花井
美紀（N P O法人ミーネッ
ト）
、上原弘美
（沖縄県地域

ネリストが意見を交わす。
定員は東京180人、大阪
120人
（ともに先着順）
。問

階講堂
（大阪市東成区）
から
もテレビ中継で議論に参加
する。

ンポジウムは研修テキスト
とDVD初級編研修プログ
ラムのβ版への意見集約の

統括相談支援センター相談
員）
、赤穂理絵
（都立駒込病
院神経科医師）
、高田由香

い合わせは日本対がん協会
がん総合相談研修プログラ
ム策定室

対がん協会では、昨年度

ために開催する。

（静岡県立静岡がんセンタ （☎03-5218-6051）
へ。

