
ても「2006年に成立した

『がん対策基本法』のメリ

ットを、国民が享受するこ

とができるようになる、我

が国の一つの大きな力とな

るでしょう」と期待ととも

に責任を自覚するよう促し

ている。

手も毎年、受診していると

いう。

あることが、身に沁みて認

識される日々が来るに違い

ありません」と科学者とし

ての情熱と良心をもって、

がん征圧に取り組むことの

大切さを改めて示している。

また、対がん協会に対し

ＴＡ）は選手に乳がん検診

を義務付けており、杉山選

この中で、杉村前会長は

「検診を受ける大勢の人々

の中から、数少ないがん患

者を見逃すことなく網の中

に納め、健康な人は捕らえ

ないのが検診の理想です」

「何より、がん検診は人間を

大切にする人間愛の表れで

トーナメントに「１勝につ

き１万円寄金」を目標にし

て臨み、ダブルスなども含

めて通算68勝、計68万円を

ほほえみ基金に寄付した。

杉山選手は「自分の勝利

が何か社会に役立てられた

らと、始めましたが、私自

身張り合いがあるし、皆さ

んにも応援してもらえると

思います」と語った。

国際女子テニス連盟（Ｗ

13年余にわたって日本

対がん協会会長を務め、

2006年11月末に退任した

杉村隆前会長が「日本対が

ん協会長を辞するにあたっ

て」と題した一文を特別に

寄せた。（２・３面に全文

を掲載）

ほほえみ
基　　金杉山選手が「白星」寄付

女子プロテニスの杉山愛

選手が2006年12月18日、

「乳がんをなくす　ほほえ

み基金」に寄付のため日本

対がん協会を訪れ、広瀬幸

雄理事長に目録を手渡し

た＝写真。対がん協会はこ

れに対し感謝状を贈った。

杉山選手は05年暮れにも

同基金に寄付しており２年

連続となった。

杉山選手は06年の公式

杉村前会長が特別寄稿
日本対がん協会長を辞するにあたって

がん検診は人間愛

が
ん
征
圧
マ
ー
ク�

財団法人 日本対がん協会

〒１０４－００６１ 東京都中央区銀座６－６－７ 朝日ビル内
蕁（０３）３５７１－５２０３　http://www.jcancer.jp/
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５面

７面
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第３回50周年検討委員会開く

札幌でマンモグラフィ講習会

各支部、今年（2007年）の課題

乳がんと闘う21歳を映画化

主
な
内
容

第515号

日本対がん協会は、がんの不安や生活の悩みの相
談に看護師やソーシャルワーカーが電話で応じる
「がんホットライン」を開設しています。火～金曜
の午後１時半から４時半まで。予約は不要です。
このほか医師による面接や電話の無料相談もして
います。こちらは予約制です。申込や詳細のお問い
合わせは電話03-3571-5203へ。
●寄付のお願い ホットラインなどの活動を一層
充実させるため皆様の寄付を募っています。

がんホットライン　０３－６２１５－７０６０

2007年（平成19年）
１月１日（毎月１日発行）



2002年９月、山形全国大会

であいさつする杉村前会長

57年で、58年より施行さ

れたのです。肺結核は昭和

20年代まで国民病でした。

結核検診が結核予防に効果

があったので、同じように、

肺がんの検診にもＸ線撮影

が行われたのです。昭和

62年のことです。更に、

昭和62年には乳がん、平

成４年には大腸がんの検診

も加えられました。

このような流れの中で、

日本対がん協会は地方支部

と共に、順調に事業を展開

してきました。しかし、肺

がんの早期診断で言えば、

１枚のＸ線撮影では少々無

理があり、乳がんは触診・

視診では十分ではありませ

んでした。この頃から、早

期発見のための検診の反省

の病理学者の顕微鏡標本観

察も貢献しました。そして、

沢山の人の胃がんが治るよ

うになり、今ではそれを当

然のように思っているのが

現状です。自動車にＸ線装

置を積んだ検診車が、野を

走り、山間にいたりました。

◇

国は昭和41年度から、

都道府県の胃集団検診車の

整備、運営費の補助を致し

ました。国は当然、この研

究成果を踏まえて、老人保

健法により地方自治体に補

助金を出すようにしたので

す。胃がんと子宮頸がんが

取り上げられたのが昭和

お金が必要なことをもっと

ＰＲした方がいい」などの

意見が出された。

受診率向上では事務局か

ら、専門委員会を設置し、

支部の成功例などを中心

に、いろいろな方策を検討

していくことが報告され

た。委員から「日本全体の

受診率を上げることをまず

考えるべきで、対がん協会

支部だけの受診率向上であ

ってはならない」など、幅

広い観点で検討するよう注

文があった。

務局から募集担当者の増員

や募集先の的確なリストア

ップ、個人向けオンライン

寄付導入など様々な計画が

報告されたのに対し、委員

からは「寄付集めをしてい

る他の団体の実情を調べて

欲しい」「寄付集めにボラ

ンティアを活用したらどう

か」「対がん協会はお金が

あると思われているので、

技術がとても進歩していま

す。しかし、40年程前、

国立がんセンターが出来た

頃、また日本対がん協会が

発足した頃は、胃がんを早

期に発見する方法は完成さ

れていませんでした。胃の

検診先進国だった日本
早期がんという学問的概念

もまだ確立されていません

でした。その突破口が開け

たのは、胃の二重造影法の

発見で、白壁彦夫博士と市

川平三郎博士のおかげで

す。今まで見えなかった早

期の胃がんが見えてきたの

です。バリウムと炭酸ガス

を用いるＸ線の二重造影

で、胃の粘側表面の微細な

変化が見えるようにしまし

た。粘膜内がんという早期

がんの極限も見つけられる

ようになりました。これに

は、日本で発達した胃のフ

ァイバースコープによる内

視鏡検査と、日本の数多く

より広いスペースの事務所

移転計画が報告された。ま

た、全国大会での寄付集め

が５年前から途絶えている

ことについて、「01年大会

の個別事情で取りやめたの

が、引き継がれてしまった

ようだ。07年以降再開す

る方向で検討している」と

の説明があった。

寄付金増大について、事

日本対がん協会長を辞するにあたって

杉村　　隆前日本対がん協会会長

50周年委　受診率向上は幅広い観点で
寄付集めに担当者の増員計画

日本対がん協会の創立

50周年検討委員会（垣添

忠生委員長）の第３回会合

が2006年12月19日に開か

れ、寄付金増大計画や受診

率向上への取り組みなどが

論議された。

先ず事務局からホットラ

インなど事業拡大を視野

に、事務局の組織・要員見

直しやボランティア活用、

平成５年７月に会長に就

任して、早くも13年余の

歳月が経ちました。日本対

がん協会の事業は、本来多

岐に亘るものです。中でも、

がんを早く発見して早く治

療すれば、完治する率も高

いので、早期発見のための

検診事業が大切です。多く

のがんは、症状が現れた時

は少し手遅れ気味です。で

すから、症状のない人の検

診が大切なのです。

そもそも日本は、検診先

進国でありました。東北大

学の学長を務められ、日本

学士院院長もされた黒川利

雄先生は、東北大学医学部

の内科学の教授でした。大

学病院の外来に来る患者さ

んを待っていると、進行が

んの患者さんが多い。大学

を出て、町や村で検診をし

て、早期に患者さんを見つ

け治療すべきだと、主張さ

れました。

日本は胃がん大国であり

ます。今は、胃がんの診断

（ 2 ） （第三種郵便物認可） 対 が ん 協 会 報 2007年1月1日



センター総長。92年から

同名誉総長、93年から日

本対がん協会会長、2006

年11月に会長を退任し顧

問に就任。

思えばこの13年間、日

本各地、高知から青森など

で行われた全国大会で、対

がん活動、検診活動に努力

された個人、団体の方々に、

日本対がん協会賞をお渡し

する機会がありました。諸

先輩、初めてお会いした

方々の御姿が目に浮かびま

す。また朝日新聞社の御協

力で、数年前から創設され

た朝日がん大賞は、がん対

策の面で貢献された実力

者、また新進気鋭の方々に

授与されましたが、それら

の方々の御健闘が日本の対

がん運動を決定するものと

思います。

日本対がん協会が新しい

会長の下、強い情熱をもっ

て、第１次、第２次予防は

もとより、がん患者さんの

活動を中心とするがん克服

の国民運動と連繋し、国家

の十分な理解と支持の下に

発展することを希望してい

ます。協会は、2006年に

成立した「がん対策基本法」

のメリットを、国民が享受

することができるようにな

る、我が国の一つの大きな

力となるでしょう。

これまで13年余、至ら

ない小生をいろいろ励ま

し、アドバイスをして下さ

った協会役員、協会関係者、

支部の運営に御苦労のあっ

た方々、現場で奮闘された

医師、技師、看護師の皆さ

ん、厚労省の方々等に、深

く感謝申し上げます。

杉村隆（すぎむら・たか

し）前会長の略歴 1926年

東京生まれ。東大医学部卒

業。東大医科学研究所教授

を経て84～91年国立がん

検診を受ける大勢の人々の

中から、数少ないがん患者

を見逃すことなく網の中に

納め、健康な人は捕らえな

いのが検診の理想です。

◇

早期診断により、早期治

療、社会復帰などが可能と

なり、医療経済上の効率が

上がり、人間社会資本の有

効利用となります。何より、

がん検診は人間を大切にす

る人間愛の表れであること

が、身に沁みて認識される

日々が来るに違いありませ

ん。人間社会も学問と共に

進歩しているのですから。

いろいろな考え方もある

のです。ある人が言いまし

た。「がんには症状が少し

ある時もある。壮年期の働

き盛りの人の場合、週日は

検診を受け難い。土、日曜

に検診ができたら、それだ

けで検診率は上がるだろ

う」と。いろいろ身近な智

慧もありそうです。血清の

中の腫瘍マーカーを調べる

ことも大きな未来をもって

います。その他の考え方も

あるでしょう。当面、流動

的な検診技術の進歩を見据

えながら、第一線の現場の

方々にお役に立つような重

要な取り組みを、本部と関

係学会、支部と語り合って

行う時代になってきたかと

思っていました。

最近、早期肺がんの検出

は、コンピュータートモグ

ラフィー撮影でより確実に

なり、今後の検診法への道

が開けつつあります。また

乳がん検診はマンモグラフ

ィーの導入で、目に見えて

効果が上がりました。この

ように検診技術が進みまし

たが、同時に、検診にかか

る費用もかさみます。質の

高い、しかし高価でない検

診を、広く国民が受けるよ

うにするためにどうするか

という問題が、目前に立ち

ふさがっている事態になっ

ています。胃がんから出発

した検診先進国は、今、大

切な局面を迎えています。

行われた。

代表委員から経済団体と

の連携では「新たな事業に

つながるし、ぜひ計画を推

進して欲しい」という声が

多かった。また、受診率向

上の取り組みとして各地で

成果を上げているボランテ

ィア拡充の必要性が強調さ

れた。

もはじまりました。禁煙を

主とする、がんの発生予防

（第１次予防）が、検診に

よるがんの死亡予防（第２

次予防）と共に大切だとい

うことが認識されてきまし

た。事実、英米等の先進国

では、禁煙運動の成果によ

り、肺がん死亡が減少して

きたと言われました。

日本経済の失調に伴い、

がん検診率が低いからとか

いろいろな理由で、平成10

年に、国の支援が補助金か

ら一般財源へと移されまし

た。地方自治体はその判断

で地方交付金から検診実施

を支援することとなり、一

定の検診レベルを保持する

ことが難しくなった現場が

生まれたのは残念なことで

ありました。

ボランティア拡充も強調ブロック
代表者会議

経済団体との連携に期待

日本対がん協会支部のブ

ロック代表者会議が2006

年12月６日、東京・築地

の朝日新聞東京本社で開か

れた。本部事務局から受診

率向上へ向けた取り組み

で、経済団体との事業連携

計画や本部員と支部代表か

らなる専門委員会設置案な

ど７項目にわたって説明が
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2006年11月、退任後のパ
ーティーであいさつする杉
村前会長

日本対がん協会長を辞するにあたって

協会は情熱もち発展を



計、「肝」は「肝及び肝内胆管」、「胆」は「胆のう及び

その他の胆道」、「肺」は「気管、気管支及び肺」の略。

死亡率は人口10万人当たり。部位別のうち「大腸」

は「結腸がんと直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸がん」の合

厚生労働省の人口動態統計（確定数）から日本対がん協会作成

がんの死亡 主な部位別にみた年次推移

は、ともにじわじわと増加

してきている。また、膀胱

がんは17.3％増と高い増加

率を示しているほか、膵が

んも13.9％増と増勢にあ

る。肝がんは唯一マイナス

を示した。

5658人の増加になってい

る。増加数では、全てのが

んの中で飛びぬけて多く、

増加率も10％に達してい

る。

女性の乳がん11.6％増と

男性の前立腺がん14.3％増

して５つの部位で１割を超

す増加率を示している。

肺がんによる死亡は、

2002年に56405人だったの

が2005年には62063人と

厚生労働省の人口動態統

計（確定数）から、がんの

死亡数について、主な部位

別に年次推移をみると、過

去４年間で肺がんを始めと

肺がんなど１割以上の増加

（ 4 ） （第三種郵便物認可） 対 が ん 協 会 報 2007年1月1日



「正しいがん情報の提供

とその利用」をテーマにし

正しいがん情報の
市民公開講座

肺がんの中でも喫煙と関連

の強い扁平上皮がんではっ

きりしていたが、一方で喫

煙したことのない人で、現

在喫煙している人より明ら

かだった。

両親や兄弟・姉妹に肺が

んがあると、本人も肺がん

にかかる危険性が高くなる

理由は解明されていない。

家族に同じがんになった人

がいるということは、遺伝

的要因、すなわち体質的に

共通点があるという可能性

を示すだけでなく、環境要

因、すなわち同じような生

活習慣を共有しているため

という可能性も示してい

る、という。

そして、最後にやはり

「現時点で肺がん予防に最

も有効なのは禁煙」として

いる。

民団体との協力など数々の

成果が寄せられた。このた

め支部の成功例などを他の

支部に広めていくなど即効

性のある具体策も検討して

いく予定だ。

さらに、「検診の日」制

定によるキャンペーンや著

名人を「がん大使」に選任

するなど新たな啓発活動も

検討する。

多目的コホート研究結果

肺がん家族歴ありの人は
肺がんになりやすくなる

両親、あるいは兄弟・姉

妹に、肺がんにかかった人

がいる人は、そうでない人

に比べて肺がんにかかる危

険性が高いことが、このほ

ど公表された厚生労働省研

究班の「多目的コホート研

究」でわかった。

東北から九州・沖縄まで

の10保健所管内に住む40

～69歳の男女約10万人を

対象に2003年まで10年余

にわたって追跡調査した。

その結果、調査開始から

11年間に791人が肺がんに

かかったが、肺がん「家族

歴なし」のグループに比べ

「家族歴あり」のグループ

では、肺がんにかかる危険

性が２倍ほど高くなってい

た。男性が1.7倍に対し女

性は2.7倍とやや高かった。

この傾向は組織型別では、

案が出されている。効果的

な勧奨活動や市町村への指

導体制強化のため国や県へ

の働きかけ、外国の例にな

らった医療保険の優遇策な

ど受診者へのインセンティ

ブ推進などがあげられた。

また、このほど対がん協

会が全国支部に行ったアン

ケート調査などでも休日健

診や割引料金導入、検診推

進ボランティアの養成、市

は講習のあと、読影テスト

や筆記試験が行われた。試

験の結果は、Ａ評価（十分

な実力を持ち、かつ講習会

を企画でき、指導者になれ

る人）は２人、Ｂ１評価

（指導者にはなれないが、

技術的には十分）は５人、

Ｂ２評価（なお一層の向上

が欲しいが、技術的、基礎

的知識に到達している）は

７人で、計14人と半数近

くが認定証資格を得た。

今年度はこのあと、07

年１月26～28日に神戸市

で第13回、２月23日～25

日に東京都内で第14回講

習会が開かれる。

対がん協会　支部の成功例など活用
受診率向上委を設置へ

日本対がん協会はこのほ

ど、伸び悩んでいるがん検

診の受診率向上のため本部

事務局と協会支部ブロック

の各代表者で組織する専門

委員会を設置することを決

めた。委員を選任のうえ、

１月中にも具体的な活動を

開始する。

受診率向上については、

昨年９月の全国大会のシン

ポジウムなどでも様々な提

札幌でマンモグラフィ講習会
Ａ・Ｂ評価は半数の14人

日本対がん協会とマンモ

グラフィ精度管理中央委員

会主催の第12回マンモグ

ラフィ撮影技術講習会が

2006年12月16～17日の２

日間、札幌市の北海道対が

ん協会（日本対がん協会北

海道支部）札幌がん検診セ

ンターで開かれた。全国の

対がん協会支部などから放

射線技師ら31人が参加し

た＝写真（北海道対がん協

会提供）。

第１日の16日は、同検

診センターの安達武彦医師

や黒蕨邦夫技師らが講義を

したあと、読影実習などが

行われた。２日目の17日
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た市民公開講座が１月13

日に東京・築地の国立がん

センターで開催される。

厚生労働省がん研究助成

金によるシンポジウムで昭

和52年度から行われてい

る。平成18年度の今回は、

午後３時半から午後５時

45分までがんセンター内

の国際研究交流会館で行わ

れるが、全国各地の医療関

連施設などにもテレビ同時

中継される。がん対策情報

センターの加藤抱一センタ

ー長が「がん対策情報セン

ターの概要とその目指すも

の」、がん患者団体支援機

構の俵萠子理事長が「患者

が望むがん対策情報センタ

ーとは」など７人が講演す

る。



2007年 がん関係の主な学会予定
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成しました。日程や場所などは、今後変更の可能性

もあり、詳細は各学会で確認して下さい。

各学会が2006年12月までに、ホームページなど

で公表している予定に基づいて日本対がん協会で作



ＣＳチャンネルの「ゴルフ

ネットワーク」と「LaLa

TV」で放映されたが、１

月にも再放送の予定。

ヤフオクで62万円
ピンクリボン・チャリティ

昨年10月から12月まで

行われたＹＡＨＯＯ！のピ

ンクリボン・チャリティ・

オークションで日本対がん

協会に62万円余が寄付さ

れた。

今回は日本音楽事業者協

会の協力を得て、傘下の団

体などからピンクリボン・

キャンペーンで有名なシン

ガーソングライターの大野

靖之さん、双子タレントの

アン☆ドゥさんらから35

点の提供があった。

FAX、申請書を郵送で、〒

980-0011仙台市青葉区上

杉5-7-30財団法人宮城県対

がん協会「黒川利雄がん研

究基金」事務局（電話022-

263-1525、FAX022-263-

1548）あてに申し込む。申請

書類は同協会のホームペー

ジ（http://www.miyagi-

taigan.or.jp）からダウン

ロードできる。

選考結果の発表は５月で

申請者に通知する。助成金

は６月に交付される。

同基金は宮城県対がん協

会初代会長の故黒川利雄氏

の遺志をを受け、若手研究

者に助成することを目的と

している。

チャリティゴルフで
ほほえみ基金に協力
賞金の一部などを日本対

がん協会のほほえみ基金に

寄付する女子プロゴルフ大

会「ピンクリボン チャリテ

ィ・スキンズマッチ2006」

（ジュピターゴルフネット

ワーク株式会社主催）が、

昨年12月14日に茨城県石

岡市のサミットゴルフクラ

ブで開催された。飯島茜、

上原彩子、北田瑠衣、中田

美枝の４選手が妙技を競っ

た。ギャラリーの入場料や

選手の愛用グッズのオーク

ションの売上金も全額チャ

リティされ、ほほえみ基金

には計117万円が寄付され

た。

大会の模様は昨年暮れに

助成希望者を募集黒川利雄
がん研究基金

宮城県対がん協会は、が

ん予防と早期発見に関する

技術の開発など、がん対策

にかかわる研究を対象にし

た平成19年度の「黒川利

雄がん研究基金」の研究助

成金の希望者を、１月から

募集している。締め切りは

３月末日。

応募資格は50歳未満の

個人および団体で、宮城県

対がん協会理事または所属

長の推薦が必要。対象とな

る研究分野は、①がんの疫

学および集団検診に関する

調査・研究・開発②がんの

早期発見および治療に関す

る調査・研究・開発。１個

人・１団体または共同研究

グループで１件とし、推薦

件数も１人１件とする。

助成金総額は220万円

で、１件あたり100万円が

限度になっている。

応募方法はハガキまたは

の差異を最小限にするた

め、受診時間割り等を含む

受診予定者との連絡・調整

を、了解の得られた市町村

において進め、受診者増に

つなげる。

【石川】パンフレット等の

効果的な活用。総合検診体

制の整備。

【京都】がん会員を支部独

自のドック健診会員に勧奨

予定。

【鳥取】受診者数の維持・

確保。

【岡山】受診率向上と競合

への対応。

【徳島】受診率向上のため

の取り組み。

【香川】検診の一括受託

（検診希望調査～がん追跡

調査）による受診率向上、検

診日時の予約、精検受診率

向上、精度管理の体制整備。

【愛媛】2008年度医療制

度改革に伴う、健診体制の

構築及び受診率向上のため

の活動。

【福岡】システムの円滑な

稼動。新健診対応の受け入

れ準備。

【佐賀】住民検診時にがん

チラシなどを配布し、啓発

を行う。

【長崎】平成20年度の新

しい健診体制に向けての基

盤づくり。

【熊本】総合・複合等一括

健診の効率化と平成20年

度に向けた新しい健診体制

の検討。

【沖縄】ヘリカルＣＴ車に

よる企業検診等での受診増

を図る。

日本対がん協会は昨年

末、全支部を対象に「今年

（07年）の課題」について

アンケート調査を行い、半

数の23支部から回答を得

た。

「検診」については、08

年度の医療制度改革に向け

て新健診体制の準備が目立

ったほか、受診率向上へ

様々な工夫が掲げられた。

【北海道】2007年春、北

海道で初めて肺がんＣＴ検

診車を導入するため、その

事業推進。

【青森】一般健診・ドック

健診の受診率向上。政府管

掌の健診受け入れ。

【岩手】事業推進に併せ、

当協会で受診することの有

意性をデータ的にもアピー

ルし、実施主体の確保や受

診率向上に努める。

【福島】平成20年度の医

療制度改革に向けて準備作

業。検診体制の確立及び検

診システムの構築化。

【栃木】平成20年度の医

療制度改革に向けての対応。

【千葉】受診者の利便性・

快適性を考えた健診の総合

化を実行。同時に円滑な検

診に向け呼び出し時間を決

めるなどの協力を求める。

【新潟】新制度（特定健診、

特定保健指導）への円滑な

移行に係わる体制の整備。

【長野】平成20年度の医

療制度改革による新健診体

制・保健指導体制への対

応。マンモグラフィ検診、

肺がんＣＴ検診について

は、申込数と実際の受診数

来年の改革へ向け
新健診体制を準備

検
　
診

支部、今年の課題
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上



んの闘病体験を綴りながら

も「私のような20歳前後

の乳がん患者は、統計上ゼ

ロパーセントなんだそうで

す。でも、『楽しいことは

しっかり楽しみ、悲しいこ

とには慣れる』の精神で、

免疫力アップ！　仕事も恋

愛もがんばるぞ！」と明る

く前向きに生きる姿勢に貫

かれている。

映画も原作に沿って、若

い女性が苦しみながらも、

しなやかに、たくましく生

きる姿を通して、多くの人

に勇気を与える作品になり

そうだ。

撮影は昨年末でほぼ終了

し、現在、編集作業が行わ

れている。完成後は大原さ

んの地元の北海道で今夏に

先行上映されたあと、全国

公開される予定。

「ココロの星」今秋に全国公開

乳がんと闘う21歳を映画化

21歳で乳がんと診断さ

れた女性をヒロインにした

映画が、今秋にも全国で公

開される。「ココロの星 ポ

ーラスターを抱きしめて」

（製作・映画「ココロの星」

製作委員会、ハイビジョン

映像株式会社、）で、今年

度の文化庁文化芸術振興支

援作品に選ばれ、日本対が

ん協会も後援している。

原作は札幌市に住む大原

まゆさんの自伝「おっぱい

の詩～21歳の私が、どうし

て乳がんに？」（講談社、

2005年３月出版）。ヒロイ

ンは平山あや、母親役を浅

田美代子、父親役を三浦友

和が演じ、「DAN－BALL

HOUSE GIRL」の松浦雅

子監督が脚本も担当してい

る。

大原さんの著書は、乳が
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