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６面 ＭＤアンダーソンがんセンターから
の報告

７面 ママたちが子宮頸がん啓発冊子

全国学生カンファレンス in 東京
185人が子宮頸がん予防を考える

学生による学生のための
子宮頸がん啓発イベント
「全国学生カンファレンス
i n東京」が11月25日、東
京大学・福武ホール（東
京・本郷）で開かれた。
「う
けよう。子宮頸がん ワク
チン・検診」を合言葉に、
日本対がん協会が今年、若
い世代を対象に展開してき
た子宮頸がん啓発特別キャ
ンペーンの学生版の締めく
くり。
185人の学生たちが、
185人の学生たちが大切な人の健康のことを考えた
自分の将来、大切な人の健
康のことを考えた。
の数に応じて「素敵女子」 ん、日本対がん協会の小西
日本対がん協会の支援で
とか「完璧男子」などに
宏マネジャーがトーク形式
子宮頸がん啓発活動を行っ 「分類」される。ほとんど
で子宮頸がんについて説
ている女子大生リボンムー
の学生が「普通」で、
「子
明。ワクチンを打って、検
ブメントが企画から運営す
宮頸がんは男性にも関係が
診を欠かさずに受けてほし
べてを担当した。会場には
ある」という項目にチェッ
い」などと呼びかけた。
女子大生にまじって男子学
クできなかった男子もいた。
近藤さんは「男子も彼女
生の姿も目立った。
続いて「子宮頸がん、っ
にワクチンをプレゼントし
カンファレンスはリボン
て何？」と題した講義が始
たり、検診を受けた日に食
ムーブメントのメンバーの
まった。リボンムーブメン
事に誘ったりしては」とユ
司会でスタートした。
ト代表の新井涼子さん（横
ーモアをまじえてアドバイ
まず「女子力・男子力診
浜市大3年）がコーディネ
スをしていた。
断」。配布したチェックシ
ーターとなり、フリーアナ
20代前半に子宮頸がん
ートに□
✓を入れながら、そ
ウンサーの近藤麻智子さ
を体験した日本対がん協会

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。

の阿南利恵・アシスタント
マネジャーが「望んでいた
仕事に就いて充実していた
ときに、子宮頸がんだとわ
かり、何で私が？と悔しく
て悲しくて仕方がなかっ
た」と語り、手術の前に母
親と交わしたメールを読み
ながら、
「みなさん一人ひ
とりが行動を」と訴えた。
リボンムーブメントのメ
ンバーは、自治体と一緒
に、子宮頸がん検診無料ク
ーポン券の利用を呼びかけ
るメッセージを送ったり、
中学や高校で「出前授業」
をしたりしていることを説
明。
「大切な人に大切なこと
を大切だと伝えよう」とい
うコンセプトに沿って、参
加者全員に「大切な人に贈
るメッセージ」を書いても
らった。
オブザーバー参加した企
業や自治体関係者は「初々
しい活動で励まされた」
「大
人が頑張らないといけませ
んね」と話していた。

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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「うけよう。子宮頸がん ワクチン・検診」キャンペーン
女子大生リボンムーブメントや「Stand For Mothers」と一緒に
自分たちに何ができるか、考える機会を提供

活動の日常化に向けて検討チーム
日本対がん協会が今年、全国６都市で展開し
てきた「うけよう。子宮頸がん ワクチン・検
診」キャンペーンが一段落した。この一年の活
動を振り返りつつ、今後いかに展開するか、対

学生たち自ら企画
各地にリボンムーブ
メント誕生
全国学生カンファレンス
は、
福岡、
大阪、名古屋、東
京、仙台、札幌の６都市で
開催した。
学生らしく、すべて大学
の施設を利用した。各地の
会場は九州大学、大阪大
学、名古屋大学、東京大
学、東北大学、北海道大学
だった。
企画・運営は、首都圏の
リボンムーブメントや、日
本対がん協会がアドバイス
をしたものの、基本的には
各地の大学生たちが担当し
た。その結果、各地にリボ
ンムーブメントが誕生する
ことにつながった。
事前の準備はときに深夜
にまで及んだ。大学の授業
との両立も大変だし、アル
バイトとも調整する必要が
ある。分担を決めても、ミ
ーティングに参加できない
こともあった。
それでも、学生たちを活
動に奮い立たせたのは、１
人でも動けば、周囲に伝わ
る、という実感があったか
らだ。それが、その人の周
囲の人たちを子宮頸がんか
ら予防することにつながる。
東京でのカンファレンス

がん協会ではこのキャンペーンに参加した学生
や若いママたちの活動の普及を図り、日常生活
の中に定着させるための企画チームを設けて検
討を始めた。

を企画・運営にあたった学
生は、カンファレンスの最
後に思いを伝えた。
「ときに
リボンの仲間じゃない友達
に愚痴を言うこともあった
けど、私の活動を知った別
の友達が、子宮頸がん検診
を受けたよ、って言ってく
れた」と言って涙ぐんだ。

男子学生も参加し、
何ができるかを
考える
９月に開催された名古屋
大学での全国学生カンファ
レンス in 名古屋。参加し
た100人以上の学生のうち
３割ほどが男子学生だっ
た。一人が質問した。
「子宮頸がんを予防する
ことの大切さは理解できた
のですが、男子には何がで
きますか」
子宮頸がんの原因となる
H P V（ヒトパピローマウ
イルス）は主に性交渉で感
染する。子宮という臓器の
ある女性が発病する病気だ
が、HPVの感染には男性
もかかわっている。男性自
身もHPVに感染し、陰茎
がん、肛門がん、最近では
中咽頭がんの原因になるこ
とが分かってきている。
男子もHPVの感染の実
情を理解することが必要だ
し、子宮頸がんのことを知

リボンのメンバーが司会しながら参加者と意見を交わした＝福岡

ることでパートナーの健康
のことを気遣うことができ
る。社会に残る偏見をとり
のぞくことにつながる。彼
女やパートナーに検診を勧
め、ワクチンの接種も勧め
ることも重要だ。
「そんな彼氏がカッコイ
イ」時代にするのも、若者
たちの力なのかもしれない。

密度の濃い
ワークショップ
日本対がん協会の特別キ
ャンペーンは学生と、
「ギ
ャルママ」とも言われる若
いママたちに向けて実施し
た。学生向けには、女子大
生リボンムーブメントと一
緒に、若いママたち向けに
は、東日本大震災で被災し
た東北のママたちを救おう
と立ち上がった「S t a n d
For Mothers」と一緒に、

それぞれ取り組んだ。
今回の特別キャンペーン
の特徴は、少人数ながらも
密度の濃い勉強会からスタ
ートしたことだ。参加した
人たちに、自ら考え、語り
手になって家族や友達、仲
間に子宮頸がんのことを伝
えていってもらうためだ。
この背景には、同じ女性
のがんでも乳がんの場合
は、ピンクリボンという言
葉の普及に伴って乳がんと
いう病気が一般的になって
いるのに対し、子宮頸がん
という病気はまだ一般的に
なっていないことがある。
子宮頸がんの原因が
H P Vで、それが主に性交
渉を介して感染する、とい
うことで、一部には「性教
育」のことと受け止める傾
向もみられたことや、
「性
的活動が活発な女性の病
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気」だと誤った知識を持っ
ている人もいることも一因
になっている。

マたちそれぞれに開催。参
加者は、子宮頸がんの説明
や、体験者の話を「一方通
行」で聞くだけでなく、グ
ループワークをして、産婦
人科医や対がん協会の担当
者、体験者を交えて疑問点
を問いただしながら、
「自
分たちは何ができるか、何
をしなければいけないか」

自分たちに何が
できるか
参加者が考え発表
20～40人程度のワーク
ショップ形式の勉強会を６
都市で、学生たち、若いマ

を議論し、
考えてもらった。
キーワードは「発表」
だ。若いママたちの場合は
グループワークの結果をグ
ループごとに発表してもら
った。学生たちには、
「大
切な人に贈るメッセージ」
を書いてもらい、写真にと
って、ウェブにアップした。
説明や体験を聞いた参加
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者に、司会者が随時、感想
を述べてもらった。
子宮頸がんをテーマに、
参加者が意見を交わした
り、考えを発表したりする
ことで、
「一方通行」の市
民向けセミナーとちょっと
違った効果が生まれるので
はと、対がん協会では期待
している。

若い世代の活動が子宮頸がん対策のかぎ
子宮頸がんの罹患者は上
皮内がんを含め、2007年
に17715人（国立がん研究
センターがん対策・情報セ
ンターの推計）とされてい
る。1987年から97年にか
けては1 2 8 8 7人から、
13190人と、300人ほどの
増加だったのに比べ、97
年から2007年には約4500
人と、この10年の増加ぶ
りが著しい。
とりわけ目立つのは20
代、30代だ。
表にあるように20代前
半は、87年の37人から97
年の93人、そして07年に
は317人と急増。20代後半
200人→548人→1497人、
30代前半695人→1462人
→2687人、30代後半1799
人→1733人→2844人と、
増加ぶりが顕著になってい
る。40代後半以降の年代

では減少傾向を示すか、増
えているとしてもわずかな
のに比べると、近年の増加
幅の多くが若い世代、とい
うことがうかがえる。

低い検診受診率
なぜ、若い世代に子宮頸
がんが増えているのだろう
か。それは、子宮頸がん検
診受診率が低いからだ、と
推察される。
厚生労働省が実施してい
る国民生活基礎調査におけ
る子宮頸がん検診受診率を
みると――。
全年齢（20歳以上）の
受診率は2004年に20.8％、
2007年が21.3％、2010年
は24.3％だった。これを年
代別にみると、20代前半
はそれぞれ3.3％、5.6％と
ひと桁台で、ほとんど「受
けていない」状況だ。10

子宮頸がん（上皮内がんを含む）の推定罹患者
20代前半 20代後半 30代前半 30代後半
1987

37

200

695

1799

1997

93

548

1462

1733

2007

317

1497

2687

2844

（国立がん研究センター・がん対策・情報センターのホームページより）

年に増えたと言っても10.2
％だった。
20代後半も10年には24.2
％になったものの、04年
は11.3%、07年も16.3%。
40代から50代前半が軒並
み30％を超え、10年には
40代前半が40％に近づい
ているのと比べると、20
代前半の受診率の低さが極
立つ。
対がん協会が、20代か
ら30代、とくに20代に絞
って啓発キャンペーンを展
開しているのも、こういう
ことが大きな理由だ。

現状だと今後10年
以上は増加が心配
このまま子宮頸がん検診
の受診率が低い状況が続
き、HPVワクチンの接種
も進まないと、日本人女性
の子宮頸がん罹患は今後も
増えていくことが確実視さ
れる。
子宮頸がん予防には、現
在、２つのツールがある。
ワクチンと検診だ。この２
つによって、子宮頸がん対
策が先進各国で進んでいる
のだ。検診に使われている
細胞診は、
「子宮頸がんの罹
患を確実に減らしてきた」
（WHO）
。つまり、がん検

診の基本の一つ、がんによ
る死亡率減少効果が研究で
科学的に証明されているだ
けでなく、公衆衛生上もそ
の効果が生まれているのだ。
加えて子宮頸がんの原因
となるHPVの２タイプの
感染を防ぐワクチンもあ
る。検診に比べてワクチン
の歴史は浅いものの、その
効果は確実に出ると予想さ
れている。
日本では中学生の女子を
中心に、2010年からワク
チンの接種に対して公費助
成されてきた。この世代の
ワクチン接種率は、地域に
よって差はあるものの、概
ね70％ほどとされている。
この世代が20代後半から
30代になると、子宮頸が
んは減ってくることが予想
される。
それまで、20代のワク
チン接種も進まず、検診受
診率が低いままだとした
ら、子宮頸がんが増えるの
は明らかだ。
ワクチンの接種、検診の
受診が当たり前の社会にな
り、そんな予想が的外れに
なるよう、対がん協会は来
年以降、このキャンペーン
の新たな展開を検討するこ
とにしている。
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ブレークしたリレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１２
～さらなる発展を目指して～
「RFLブレーク元年」──今年のリレー・フォ
ー・ライフ（RFL）を総括すると、そんな表現
がぴったりだ。今年のRＦＬは全国36会場を数
え、参加者は４万人を超えた。がん患者さんを励
まし讃える」
「がんの知識を普及・啓発する」
「がん
征圧のための資金を寄付で集める」というRFL
朝夕の冷え込みが一段と
患者さんを励まし讃える」
厳しくなった11月24日～ 「がんの知識を普及・啓発
25日、初開催となるR F L
する」
「がん征圧のための資
日野（東京）が市や超党派
金を寄付で集める」という
市会議員有志の支援を受け
R F Lの基本理念が多くの
て盛況のうちに終了した。 人々の共感を呼んだ結果で
これで2012年のリレー・
あり、
「がんに負けない社
フォー・ライフ・ジャパン
会」をつくりたいという
は予定された全36カ所で
人々の思いが結集した証し
の開催が無事終了した。ま
といえよう。
だすべての会場の結果報告
筆者は本年４月から日本
はそろっていないが、参加
対がん協会でR F L担当者
総数は４万４千人、寄付総
として仕事を始めた。
RFL
額は5200万円を超え、昨
を全く知らなかったことも
年実績（27カ所、寄付総
あり、一から学ぶつもり
で 、可能な限り全国の
額2478万円）をはるかに
R F L会場を回った。その
上回る規模となった。
「がん

山下公園でのＲＦＬには２万人以上が参加した＝横浜・山下公園

の基本理念が全国に根付きつつあるのだ。サバイ
バー、ケアギバー、そして特にがんとは関係のな
かった一般の人々がRFLに集まり、「がんに負け
ない社会」を作ろうとの思いを共有した結果とも
いえそうだ。どこの会場にも涙あり、笑いありと
感動の渦が広がった。

参加者たちは「ＲＦＬの木」を掲げてウオークした＝兵庫・芦屋

数は計11カ所、連続して
８週間、各地のR F Lを訪
れ、関係者の話を聞きなが
らその熱い思いを受け止め
ることができた。

初開催にも関わらず並べき
れないほどルミナリエが集
まった宇都宮。ラストウォ
ークで涙が止まらない実行
委員長と一緒にもらい泣き
している参加者の姿が印象
的であった岐阜。集まった
みんなが顔見知りで家族的
な雰囲気の徳島・小松島等
など、どのR F Lにも開催
にいたるまでのストーリー
があり、R F Lを通して参
加者の思いが一つになって
いくのが手に取るように伝
わってきた。
同時に課題がいくつも見
えた。
「開会式で何人も続く
来賓のあいさつ」
「サバイバ
ーを無視したエンターテイ
ンメントの大音響」
「豪華過
ぎるステージ」
「少な過ぎる
実行委員やボランティア」
「思いが伝わってこないル
ミナリエのメッセージ」な
どである。イベントを成功
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芝公園のＲＦＬは東京タワーに見守られて開催された＝東京・芝公園

させたいとの思いが先行
し、結果として対がん活動
のための寄付を集めるとい
うR F Lの理念が十分に達
成されなかった。そして
「感動」にも会場によって
差があることに気がつい
た。その原因はどこにある
のか。各会場で歩きながら
考え続けた。答えはラスト
ウォークの時に参加者の一
体感があるかどうかにあっ
た。私が感動したR F Lに
は、サバイバー、ケアギバ
ー、そして特にがんとは関

係のなかった一般の人々が
「がんをなくしたい」とい
う思いを共有していた。し
かしその思いを共有できな
い会場もある。実行委員全
員にR F Lの理念が徹底さ
れていなかったのか？それ
が「感動」の差になって表
れたのではないだろうか。
今後R F Lの開催地は増
えるだろう。来年は50会
場に達する見込みだが、今
のままではいけないとの危
機感も持っている。ちょう
ど今、日本対がん協会は

R F Lのあり方について見
と比べ、日本のR F Lは二
直しを進めており、今後段
ケタ少ない数字にとどまっ
階的に変革を図る方針だ。 ており、日本全国にR F L
一例として、R F Lトレー
を広めていく余地はまだま
ニング方法の見直しや実行
だある。私たち協会スタッ
委員会へのR F L理念の徹
フは各地の実行委員と
底、イベント内容の見直し
R F Lについてもっと熱く
などである。
語り合い、R F Lの理念を
しかし何よりも大切なこ
理解、実践していただきた
とは、各実行委員会と日本
いと願っている。来年も
対がん協会R F Lスタッフ 「がん征圧」というO n e
のこれまで以上の連携強化
Hope, One worldの夢の
である。来年からは当協会
実現に向け、共に歩き続け
のR F Lチームのスタッフ
ていきたい。
を増員し、各実行委員会に （日本対がん協会 RFLジ
対してより丁寧な対応を心
ャパン チーフ・ディレク
掛ける。すでに5000カ所
ター 田渕勝雄）
以上の開催実績を誇る米国

いただいた言葉が宝物
「ホットラインはいつま
でやっているのですか」と
いう相談者からの質問に、
相談受付時間を答えた相談
員。
「そうではなく、ずっと
ずっと何年もやり続けてく
れるのかという意味です」
という答え。
「必要とされる
限りできるだけ続けられる
ように…」最後まで話し終
えないうちに「ずっと続け
てください。ホットライン
があったから頑張ってこら
れたのです。他にも救われ
る人が沢山いるはずですか
ら、絶対にこれからも続け
てください。お願いしま
す」
――叫びにも近い懇願
でした。
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思いのこもったルミナリエが並んだ＝福井

「がん相談ホットライン」より⑥

家族ががんになり、誰にも
なかったけど自分も頑張っ
相談できずにいた時に「が
ているということを認めて
ん相談ホットライン」を知
くれた。心の支えになって
り、最初は電話をしてもど
いた……。ホットラインを
うにもならないだろうと、 利用して感じた様々な思い
半ば諦めのような思いでさ
を話してくれました。
して期待もせずに電話をか
この相談者以外にも、これ
けたと言います。しかし、 まで多くの方からお礼や利
よく話を聴いてもらえたこ
用してよかったという声を
とで気持ちが落ち着き、以
頂いています。中には、
後、数回に渡りホットライ 「ホットラインに救われた
ンを利用したそうです。誰
から、沢山の人に利用して
にも言えない本音をいつも
ほしい。ずっと存在してい
聴いてくれて、何をどうし
てほしい」そう言いホット
たらよいか悩む時は何がで
ラインに寄付をしてくれた
きるかを一緒に考えてくれ
方もいます。また、お礼の
て、具体的なアドバイスを
葉書を送ってくれた方もい
くれることもあった。誰も
ます。
自分の辛さを分かってくれ
電話相談の特性上、私たち

は相談者のその後を知るこ
とができません。相談者の
声に耳を傾け、十分に気持
ちを受け止めることができ
ただろうか、自分の対応が
本当にそれで良かったのか
……相談終了後はいつもこ
のような思いになります。
ですから、利用してよかっ
たという声を頂くと私たち
相談員も少しはお役に立て
ているのだと感じ、またそ
れがこれからも相談員とし
て頑張っていこうという励
みにもなっています。頂い
た言葉を宝物に、これから
も相談者の力になれるよう
日々努力を重ねていきたい
と思います。
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治療困難な乳がん研究にまい進
MDアンダーソンがんセンターからの報告 古川孝広

現地の啓発イベントに参加した
筆者

ではなく、トリプルネガテ
ィブ乳がんといって、ホル
モン療法もハーセプチンと
いう抗HE R２分子標的治
療も効かないタイプのがん
患者も多く、この面でも新
たな治療開発が望まれてお
ります。
このタイプの乳がんも遺
伝的素因が強く、悪性度の
高いタイプの乳がんです
が、MDアンダーソンがん
センターでは、がん撲滅を
めざしたムーンショットプ
ロジェクトを始動すること
がアナウンスされたばかり
で、トリプルネガティブ乳
がんもその一つの対象とな
りました。
アメリカは決して経済的
に良い時期ではありません
が、それでもこのプロジェ
クトには５年間で240億円
もの巨額の資金が投じら
れ、より高度なチーム医療
が必要となるでしょう。私
はこういったがんに対する
臨床試験の企画に携わるチ
ャンスを頂き、よりよい治
療を望む患者さんたちに早
く新しい治療を提供する機

会が与えられますように、
チームの一員として貢献し
ております。
今回のプログラムに参加
するにあたり、研究以外に
も非常に素晴らしい経験を
させて頂いています。
MDアンダーソンがんセ
ンターでは、様々なレクチ
ャーが公開されています。
英語論文の正しい書き方
や、研究に必要なソフトウ
ェアの使い方、さらには最
新治療の講演やサバイバー
シップのワークショップな
ども充実しています。
教授たちを対象としたリ
ーダーシップの習得のため
のワークショップも催され
ていて、上司の推薦により
参加することができました。
MDアンダーソンがんセ
ンターで得た経験は自信と
なるに違いありません。こ
のリーダーシッププログラ
ムで学んだことだけでな
く、日本の医療現場で実践
し、患者のみなさんが満足
のいく医療を提供できるよ
う、いろいろなことを学ん
で帰りたいと思います。
仲間とのひととき。
左は１年先に研修を始めた増田紘子さん

リレー・フォー・ライフ
（RFL）のみなさん、初め
まして、2012年度のマイ
オンコロジードリーム賞を
受賞致しました古川孝広で
す。現在、米テキサス大学
MDアンダーソンがんセン
ターの乳腺腫瘍内科部門で
研究生活を送っています。
この賞の名前にふさわし
い、本当に夢のような研究
にまい進しています。
これまで市中病院で勤務
していたこともあって、遺
伝子カウンセリングに関わ
る医療、臨床試験への知識
や経験が乏しく、これらに
対する経験を充実させたい
と考えておりました。がん
のサバイバーシップに対す
る社会の関心に向き合うこ
とのできる医者になりた
い、という希望もあります。
そういった意味でこの
MDアンダーソンがんセン
ターで、希望通りの研究に
携わることができ、感謝し
ています。これも、R F L
のみなさんのサポートのお
かげであり、引き続き充実
した留学となるように、私
自身も気を引き締めて努力
していきたいと存じます。

それでは、私の職場につ
いて紹介したいと思いま
す。私の上司は乳腺腫瘍内
科の中でも特に炎症性乳が
んのプログラムを展開して
います。
アメリカでは乳がんを患
う人が多いのですが、この
がんはその５％程度と、比
較的珍しいがんです。予後
が非常に悪く、効果的な治
療法の開発が急務になって
います。
このプログラムは、多職
種のチームから構成されて
おり、がん撲滅のために協
力体制が確立されておりま
す。このため、私の研究対
象としては炎症性乳がんが
多く、他のタイプの乳がん
との治療効果の比較や予後
に影響を与える遺伝子デー
タを解析しています。
遺伝子のみならず、がん
の進行にかかわりが高いと
みられるたんぱく質などの
周囲環境の研究も進められ
ていて、患者数の多さや多
面的なデータ解析に圧倒さ
れています。
また、炎症性乳がんだけ

2012年12月1日		
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子どもの笑顔を守りたいママへ

若いママたちが「ママ向け」啓発冊子を作成
若いママ仲間に向けた子
宮頸がん予防の啓発活動に
取り組む「S t a n d F o r
Mothers」が、啓発冊子
「子どもの笑顔を守りたい
ママへ」を作った。これ一
冊あれば、子宮頸がんのこ
と、HPVワクチン、検診
の基本的なことが分かり、
裏表紙は、自治体の窓口の
電話番号、子宮頸がん検診
やワクチンを受けた日、医
療機関などが記入できる
「子宮頸がんノート」にな
っている。
冊子は、
「ママ目線」で
貫かれているのが特徴。表
紙には、笑顔で風船とたわ
むれる子どもの写真をあし
らい、一見するだけでは子
宮頸がんの啓発冊子とはわ
からない。ママたちは、こ
の冊子を保育園や幼稚園、

児童館といった、子どもた
ちと一緒にママが集う場所
にも置いてもらい、
「１人
でも多くのママに、自分の
健康を守ることが、子ども
の笑顔に欠かせないんだと
気づいてほしい」と話して
いる。
冊子はA５判16ページ。
ワクチンを接種した体験
若いママたちがママ目線で作った啓発冊子
「子どもの笑顔を守りたいママへ」
や、どうすればママたちが
検診を受けやすくなるかを
極的になる人もいる。
れた５人のママが順番に検
紹介している。そのポイン
そんな悩みの解決につな
診を受けた。冊子ではその
トの一つが「ママ友検診」 がるのが、この「ママ友検
様子を紹介している。
だ。
診」だ。友達数人と誘い合
ママに検診を勧めたパパ
幼い子どものいるママに
って受診すれば、互いに子
の話、子どもと一緒に写っ
とって、医療機関に行って
どもの世話も可能だ。
た写真とともに検診を受け
検診を受けることが大変
その試みとして、東京都
る際のアドバイスなど、身
だ。
「待合室で子どもが騒い
中野区江原町の「よしの女
近な話題を紹介しながら検
で診察を待つ人に迷惑をか
性診療所」の吉野一枝医師
診の大切さを訴えている。
けたらどうしよう」
「ベビー
の協力を得て、昼休みを
問い合わせは日本対がん
カーを置く場所がない」な 「ママ友検診」にあてても
協会子宮頸がん啓発冊子係
どという理由で、検診に消
らい、１人ずつ子どもを連 （電話03-5218-4771）へ。

リボンムーブメントの新冊子・Voice作成
北海道リボンが中心になって企画・編集

リボンムーブメントが作った
子宮頸がん啓発冊子「Voice」

女子大生リボンムーブメ
ントが新しい啓発冊子
「Voice」を作った。2010
年春に作った「T e a l」を
は じ め 、「 M e s s e g e 」
「 R e a l 」と作成を重ね、
Voiceが５冊目。ふだんの

活動に用いるほか、来春の
新入生に向けた啓発イベン
トなどで配布する。
VoiceはB５判16ページ
で、女子大生の目線で企
画・編集し、日本対がん協
会が監修している。その名

前の通り、女子大生たち
子宮頸がん政策を研究して
29人が「検診こわくない
いるシャロン・ハンリ―日
よ♡ 自分も大切な人も
本赤十字北海道看護大准教
守りたいじゃない？」
「未来
授へのインタビューで、子
の自分のために」などとい
宮頸がんワクチンと検診の
った声をボードや紙に書い
大切さを訴えている。
て冊子を手にした人に呼び
Voiceは北海道リボンム
かけている。
ーブメントのメンバーが中
子宮頸がんに関しては、 心になって企画して取材。
Ｑ＆Ａ形式で説明。ワクチ
東京のメンバーがサポート
ンのこと、検診のことにつ
した。表紙もメッセージボ
いて、それぞれ受けたメン
ードを手にした女子大生の
バーが自分の体験をもとに
ポートレート風の写真で
受け方、注意点などを示し 「検診・ワクチン」をスト
ている。
レートに伝えている。
検診で前がん病変が見つ
問い合わせは日本対がん
かり、治療を受けた札幌市
協会子宮頸がん啓発冊子係
の天野知美さんや、各国の （電話03-5218-4771）へ。
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全国巡回がんセミナー 「がんで泣くより笑って予防」
鳥取で開催
日本対がん協会は、各地
の支部と一緒に企画してい
る全国巡回がんセミナーを
11月13日、鳥取市の同市民
会館大ホールで開いた。今
回は鳥取県保健事業団（日
本対がん協会鳥取県支部）
と共催し、同県が主催する
「鳥取県がん征圧大会」を第
一部に、巡回がんセミナー
を第二部にするという形で
の開催になった。
セミナーでは、日本対が
ん協会の啓発活動に協力し
ている俳優の仁科亜季子さ
んが「元気な明日のために
～がんに負けない～」と題
して特別講演。自らの子宮

仁科亜季子さんの講演も

えた。
約450人の
参加者は、俳
優という仕事
ながら、後遺
症などを切々
と語る仁科さ
んの熱の入っ
た講演を熱心
に聞き入って
いた。
自らのがん体験をもとに
「わが国の
検診の大切さを訴える仁科亜季子さん
がん対策に占
頸がん体験をもとに、約20
める検診の重要性」につい
年たった今も手術の後遺症
て講演した日本対がん協会
に悩まされていることを紹
の垣添忠生会長は、がんと
介しながら、元気なうちに
はどのような病気か、予防
がん検診を受けるように訴
と検診、診断と治療、わが

国のがん対策などについて、
自身のがん体験も交えて熱
弁。
「お酒は飲めるならどこ
までも」
「たばこは毎日20本
以上キチンと深く吸う」な
ど、
「がんになるための10か
条」を紹介しながら、生活
習慣改善の大切さを逆説的
に説明した。
スライドの合間には、趣
味で登山した際に撮影した
山の写真を織り交ぜ、かた
くなりがちながんのセミナ
ーが柔らかい雰囲気になる
よう工夫し、
「がん経験者が
がんになる以前と同じよう
な生活を気負いなく営める
社会」
づくりを呼びかけた。

女性支援のために「ほほえみ基金」へ寄付
日本対がん協会の「乳がん征圧をめざす

ほ

をいただきました。感謝申し上げます。商品の

ほえみ基金」による活動支援の輪がさらに広が

売り上げの一部を積み立てて支援を、という取

り、11月も多くの企業・個人の方々から寄付

り組みが目立っています。

あなたとあなたの大切な
人の笑顔を守りたい

美容健康茶で
女性のがんの征圧を

良品計画

シャルレ

遠藤製餡

株式会社良品計画（東京都豊島区）
から86万4,478円が寄付されました。
カップ入りキャミソールなどの商品１
枚につき１円を昨年９月から１年間、
積み立てたものです。
春夏シーズンの商品を対象に行って
きたものを秋冬シーズンを含め年間を
通じた活動に拡大しました。寄付は今
回で３回目になり、合わせると170万
円を超えます。
同社は2007年から「女性のために
できること」と乳がんの早期発見の啓
発活動であるピンクリボン運動の支援
を始め、ウェブや店頭での情報発信に
も取り組んでいます。

株式会社シャルレ（神戸市）から
は、ピンクリボン対象商品としている
「５カラーズショーツ」の売り上げから
685万7,106円が寄付されました。今回
３回目の寄付になり、総額は約1460
万円になります。
同社は、様々な社会貢献活動を進め
る中、生き生きと輝く女性を応援しよ
うと2004年、ピンクリボン運動への
取り組みを始めました。
「ほほえみ基
金」への支援もその一環です。
その他にもピンクリボンスマイルウ
オークへの協賛（2008年と2009年）
や日本乳癌学会学術総会の展示場への
ブース出展など積極的な活動を行って
います。

株式会社遠藤製餡（東京都豊島区）
から203万2,518円が寄付されました。
同社が販売する「あずき美人茶」の売
り上げの一部からです。
「あずき美人
茶」は女性に人気の健康飲料で、この
お茶を通じ女性のがん征圧の支援を行
いました。同社からの寄付は今回が初
めてになります。
遠藤製餡の遠藤眞一社長（左）に、
平田治・日本対がん協会事務局
次長から感謝状が贈られた

女性のために
できること

