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朝日がん大賞に浅香正博氏
ヘリコバクター・ピロリ除菌で胃がん予防
協会賞は秋田県の加藤氏ら７氏２団体に

2009
（平成21年）
年度の
朝日がん大賞は、
ヘリコバク
ター・ピロリ菌の除菌による
胃がん予防に関する研究を
推進している浅香正博・北海
道大学病院病院長（61）に
贈られることが決まった。
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７氏と２団体に
決まった。両賞の受賞者
は、９月11日に和歌山市
で開かれる「がん征圧全国
大会」で表彰される（２面
に受賞者の業績、３～５面
に朝日新聞記者による受賞
者の紹介）
。
朝日がん大賞に選ばれた
浅香正博氏は、ヘリコバク
ター・ピロリと胃がんとの
関わりを研究、08年（平
成20年）にヘリコバクタ
ー・ピロリの除菌が、早期
胃がん内視鏡手術後の２次
胃がんの発生を抑制したと
いう研究成果を発表し、海

外からも大きな反響を呼ん
だ。また、ヘリコバクタ
ー・ピロリに関するわが国
最初のガイドラインを作り
上げるなど、一連の業績が
高く評価された。
対がん協会賞個人の部に
選ばれたのは、秋田県総合
保健センター長で秋田大
学名誉教授の加藤哲郎氏
（71）＝秋田市在住、広島
大学名誉教授で広島原爆被
爆者援護事業団理事長の
鎌田七男氏（72）＝広島市
在住、
総合病院土浦協同病
院名誉院長の真田勝弘氏
（71）
＝茨城県土浦市在住、
添田内科胃腸科医院院長で
宮城県塩釜医師会理事の
添田實氏（81）
＝塩竃市在
住、兵庫県健康財団顧問の
武内久仁生氏（78）＝西宮
市在住、熊本県総合保健セ
ンター名誉所長の中村郁夫
氏（76）
＝宇土市在住、鳥
取県保健事業団健診センタ

がんホットライン

月〜金 午前10時〜午後4時

03−3562−7830

日本対がん協会は、看護師や社会福祉士が、がん
の不安や生活の悩みの相談に電話で応じる「がんホ
ットライン」を開設しています。月〜金曜の午前10
時から午後４時。相談時間は20分までで予約は不要
です。（祝日は休み）。このほか、事前の予約制で、
専門医による電話や面接の無料相談も実施中です。
予約やお問い合わせは月〜金の午前10時から午後５
時までに、03−3562−8015（予約専用電話）へ。

ー嘱託の中村良文
氏（7 8 ）＝鳥取市
在住の７氏。
受賞した各氏
は、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
健康に大きく貢献
したことが評価さ
れた。
対がん協会賞団
体の部には、規則正しい生
活習慣を推進し、検診率県
№１をめざすさまざまな取
り組みとその成果が評価さ
れた青森県鶴田町（町長・
中野掔司氏）と、がん体験
者の自己の体験を通じて検
診の大切さを県民に広く普
及啓発した石川よろこびの
会（会長・村野義昭氏）の
２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
日新聞社の協力を得て創設

浅香正博氏

され、今年で９回目。日本
対がん協会賞は42回目で、
がん征圧活動に功績のあっ
た個人と団体に贈られる。
選考委員は次の通り。委員
長・垣添忠生・日本対がん
協会会長、副委員長・武藤
徹一郎・癌研有明病院メデ
ィカルディレクター、
唐澤祥
人・日本医師会会長、廣橋
説雄・国立がんセンター総
長、大牟田透・朝日新聞医
療エディター、箱島信一・
日本対がん協会理事長。

（）
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朝日がん大賞
北海道大学病院病院長
あ さ か まさひろ

浅香 正博 氏（61歳）
ヘリコバクター・ピロリ
と胃がんの関係を疫学的に
明らかにし、日本ヘリコバ
クター学会ガイドライン作
成委員長として日本初のガ
イドラインを作成。早期胃

がん内視鏡治療後の２次胃
がんはヘリコバクター・ピ
ロリを除菌すると、しない
場合より少なかったという
研究成果を発表し反響を呼
んだ。

い環境づくりに尽力するな
ど、住民の健康保持に大き

く寄与した。

兵庫県健康財団顧問
たけうち

く

に

お

武内 久仁生 氏（78歳）
兵庫県がんセンターで子
宮がん集団検診の細胞採
取、鏡検担当として細胞診
技術・精度を著しく向上さ
せた。84年に県立成人病
センター副院長に就任。よ

り高度で専門的な診断・治
療のための診療体制作りに
尽力した。関係学会の評議
員として子宮がん集団検診
の精度向上にも尽くした。

熊本県総合保健センター名誉所長

日本対がん協会賞
個人の部
秋田県総合保健センター長・秋田大学名誉教授
か と う てつろう

加藤 哲郎 氏（71歳）
01年発足の秋田県医師
会前立腺がん検診事業で、
初代委員長として検診方式
と検査体制を構築、普及率
を全国有数に引き上げたほ
か、同県の地域がん登録で

も活躍。07年に県総合保
健センター、県立脳血管研
究センター、県成人病医療
センターの連携で質の高い
がん検診の確立に努めた。

広島大学名誉教授・広島原爆被爆者援護事業団理事長
かまだ ななお

鎌田 七男 氏（72歳）
広島県腫瘍登録（病理
組織登録）に長く携わり、
02年からは県地域がん登
録（臨床登録）事業の運営
委員長として県内のがん発
生状況把握に努めた。原爆

被爆者のがんについての臨
床的・疫学的資料などから
原爆の医学的影響を明らか
にし、平和の尊さを世界に
向けて発信している。

さ な だ かつひろ

真田 勝弘 氏（71歳）
の受診率向上に寄与した。
県成人病検診管理指導協議
会では大腸がん部会、胃が
ん部会の委員として県民の
健康作りに貢献した。

添田内科胃腸科医院院長・宮城県塩釜医師会理事
そ え だ みのる

添田 實
74年、塩釜医師会内に、
管内の自治体や宮城県対が
ん協会の協力で発足した
胃がん検診精密検査実施医

中村 郁夫 氏（76歳）
熊本大学医学部放射線医
学教室で多くの医学生・放
射線技師を育てるとともに
放射線による画像診断学を
研究し放射線治療の成績向
上に貢献した。92年に県

総合保健センター医局長に
就任。ＣＴを導入、肺がん
検診の精密検査の開始、マ
ンモグラフィの導入などが
ん征圧に尽力した。

鳥取県保健事業団健診センター嘱託
なかむら よしふみ

中村 良文 氏（78歳）
71年から胃がん検診の
読影委員として、また胃集
検対策専門委員として、胃
がんの発見や胃集検の普
及・精度向上、フィルム読
影体制の確立に尽力した。

がん登録対策専門委員とし
ても悪性腫瘍の登録と予後
の追跡調査を推進したほ
か、基準を設けて精密検査
医療機関の登録も行った。

団体の部
つるたまち

青森県鶴田町
なかのけんじ

総合病院土浦協同病院名誉院長
79年に茨城県総合健診
協会消化器検診研究委員会
委員に就いて以来39年に
わたり（99～05年は代表
世話人）、精度管理と委員
の指導にあたり、精密検査

なかむら い く お

氏（81歳）

療機関による消化器部会の
部会長に就任。会員を良く
統率・指導し、受診者が時
間的・場所的に受診しやす

（町長・中野掔司氏）
「鶴の里健康長寿の町」
宣言（00年）や「朝ご飯
条例」制定（04年）など
健康作り事業を推進。06
年に検診率県No.１推進対
策委員会を設け、一次予防

として規則正しい生活習
慣、二次予防で検診受診率
向上に取り組む。08年度
には胃がん55％、大腸が
ん63％の受診率を達成し
た。

石川よろこびの会
むらのよしあき

（会長・村野義昭氏）
がん体験者の集いとし
て87年に発足。定例懇話
会や県成人病予防センター
の「がん予防ミニ講演会」
、
会報等でがんの早期発見・
早期治療の大切さを訴える

とともに「がん克服白山登
山」で登山ができるほど元
気になることをアピール。
心のケアのためピア・カウ
ンセリングも行ってきた。

2009年9月1日		

朝日がん大賞

浅香 正博 氏
胃がん予防の戦略を練り
直す時期

「胃の細菌を除菌すれば
胃がんを予防できる」
08年８月、英医学誌ラ
ンセットに載った浅香正博
さんらの論文は英ＢＢＣな
ど海外メディアも報じる世
界的ニュースになった。
胃がんの内視鏡治療を受
けた患者で、胃の粘膜にい
る細菌ヘリコバクター・ピ
ロリを薬で除菌をした場合
と除菌をしない場合を比較
した。除菌をすると、しな
い場合に比べて、その後の
２次的な胃がんの発生を３
分の１に減らせることがわ
かった。全国51病院が協
力し約500人を対象にした
無作為比較試験で有意差を
示した結果は、除菌の有効
性を示す決定的根拠になっ
た。研究を成し遂げたの
は、消化器病の研究に熱心
な全国の医師らでつくるＪ
ＧＳＧというグループ。そ
れを率いてきたのが浅香さ
んだ。
ピロリ除菌によって、胃
がん患者を大幅に減らせる
可能性が見えてきた。日本
ヘリコバクター学会は今
年、ガイドラインを改訂
し、ピロリ菌がいる人には
全員、除菌を勧めることに

対 が ん 協 会 報

した。今のところ、除菌に
医療保険が利くのは胃潰瘍
と十二指腸潰瘍の患者に限
られている。対象者の拡大
が課題だ。
87年、米シカゴで開か
れた学会で、ピロリ菌が注
目されていることを感じ、
帰国後、日本人の胃を調べ
始めた。試行錯誤で検査の
精度を上げ、胃がんなどの
患者や、高齢者に感染者が
多いことなど、実態を明ら
かにした。
いま、病院長として多忙
な毎日を送りながら「胃が
んがピロリ菌による感染症
であることが明らかになっ
てきました。胃がん予防に
向けて戦略を練り直す時期
です」と訴える。
（朝日新聞編集委員
浅井文和）

日本対がん協会賞

加藤 哲郎 氏
前立腺がん検診の普及に
尽力

秋田県内で前立腺がん
の検診を行う自治体は今、
23市町村。未実施は２市
を残すだけになった。加藤
哲郎さんは、秋田大医学部
の助教授時代から十数年か
け普及活動をリードしてき
た。
90年代前半。全国的に
前立腺がんの検診を行う自
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治体も出てきていたが、ま
だ、県内にはなかった。県
医師会などを通じて呼びか
けても前向きな答えはな
い。
加藤さんは教え子や医師
仲間に協力を依頼。自らも
公務の間を縫って教えた。
ある日、五城目町の教え子
から「先生、町が前向きに
考えてくれるそうです」と
電話が入った。
「うれしかったですね。
やっとスタートラインに立
てたのですから」。他の２
町も同調し95年、県内初
の自治体による前立腺がん
検診が始まった。01年に
は県医師会サポート体制も
でき、加藤さんは初代委員
長に就任した。
03年に秋田大を退職し、
県総合保健センター長にな
ってからも、検診への熱意
は変わらない。肺や胃、大
腸、肝臓などの検診が一度
に受けられる仕組みも作っ
た。都市圏では普通のこと
でも、県内にはそれが可能
な設備をもつ医療機関がな
かった。近隣の２医療機関
に呼びかけ、補い合うこと
で、実施に持ち込んだ。
「でも、秋田県のがん死
亡率はまだ、全国最悪。仕
事は終わらない」。加藤さ
んの挑戦は続く。
（朝日新聞医療グループ
長野剛）

日本対がん協会賞

鎌田 七男 氏
被爆者をどう救済してい
くか
原爆に被爆した人たちは
白血病や甲状腺がん、乳が
んなどたくさんのがんに見
舞われ、心に傷を受けてき

（）

た。鎌田七男さんは、がん
対策に欠かせない地域がん
登録事業を進める一方、被
爆者の現状を国内外に発信
してきた。
広島でのがん登録は、被
爆が出発点だ。放射線に
よる白血病が52年ごろを
ピークに多発した。57年、
米国が設けた原爆傷害調査
委員会（ＡＢＣＣ）と広島
市医師会が共同で患者情報
の登録を始めた。
「広島のが
ん登録には、大きな歴史と
特徴があります」
特徴の一つは、手術や解
剖などを通して集めたがん
組織の病理診断の結果も登
録し、診断の正しさを裏付
けていることだ。別のがん
登録事業と05年に一体化。
その実現に尽くした。
「がん登録はたくさんの
人の協力があって初めてで
きる。成果は今後の対策に
しっかり生かしたい」。07
年からは県がん対策推進協
議会委員を務める。
広島大原爆放射線医科学
研究所の元所長。放射線が
人体に与える影響を長く研
究し、原爆投下のあとに広
島に入った「入市被爆者」
で白血病発症率が高いこと
などを報告してきた。
放射線によってがんを発
症した人はまだごく一部。
「遺伝子に傷を受けた人は
23万人もいる」。被爆者を
どう認定し、救済するべき

（）
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か。社会への提言も続けて
いく。
理事長を務める広島原爆
被爆者援護事業団が運営す
る養護施設の入所者の目線
から、被爆の実像を中学生
にも分かりやすいようにま
とめた「広島のおばあちゃ
ん」は約８千部を発行。収
益はすべて、入所者らのた
めに寄付している。
（朝日新聞医療グループ
田村建二）

日本対がん協会賞

真田 勝弘 氏
胃がんの発見率を向上

真田勝弘さんが土浦に来
たのは70年。卒業後も勤
めていた東京医科歯科大か
ら消化器の専門医として赴
任し、まず驚いたのが、重
症のがん患者が多いことだ
った。がんとわかった時に
は「どうにもならない」ほ
ど進行した患者が目立っ
た。
「なぜ、早期発見できな
いのか」。働くうちに、理
由が見えてきた。そもそも
検診を受ける人が少なかっ
た。自覚症状が出てからも
なかなか病院にかからな
い。
周囲は一面の農業地帯。
体より仕事優先の農家が多
いことに、真田さんは気付
いた。
「待っていても患者は
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助けられない。手をさしの
べよう」
病院を経営する県厚生農
業協同組合連合会を通じ、
各地域の農協婦人部に協力
を要請。地域ごとにバスで
病院検診に来てもらう仕組
みを作り上げた。
検診の精度にもこだわっ
た。レントゲン技師にも写
真での判定に参加してもら
った。もちろん、がんかど
うかの最終判断は医師がし
たが、胃がんの発見率は当
時の全国平均の約２倍に。
早期のがん患者の発見見落
としを、最小限に抑えるこ
とに成功した。
03年に病院を退職して
からも、一医師として検診
に協力している。
「今でも病
状がかなり進むまで、がん
が見つからない人も多い。
検診を受ければ、助かる可
能性がぐっと増えることを
知って欲しい」
。
（朝日新聞医療グループ
長野剛）

日本対がん協会賞

添田 實 氏
胃がん検診をもっと手軽に

74年、自ら音頭をとっ
て塩釜医師会に消化器部
会を発足させると、医師会
が管轄する塩竈市、多賀城
市、松島町、七ケ浜町、利
府町で胃がん検診の推進に
乗り出した。
当時も、市町による胃が
ん検診は行われていたが、
精密検査が必要になった場
合、指定された日に仙台市
の県対がん協会に行かなく
てはいけなかった。
もっと手軽にできない
か、と考えたのが、検査対
象者に病院リストを送る方
式だ。あらかじめ自治体と
地域内の協力病院とで調整
し、病院ごとに検診を受け
付けられる日時をリストア
ップ。検査対象者が選べる
ようにした。
また、協力病院の技術向
上にも尽力。医師会の検診
の立ち上げ時には何度も地
域の医師を招き、レントゲ
ン写真の見方の講習会を開
いた。81年に市が休日診
療所を設立するとセンター
長になり、自らの医院の運
営の傍ら、積極的に休日診
療にも参加した。
今回の受賞には「みんな
の努力が実った。一番古株
だから、私が賞をもらった
だけ」と控えめに話す。
（朝日新聞医療グループ
長野剛）

日本対がん協会賞

武内 久仁生 氏
添田實さんが東北大を卒
業後、勤務医などを経て出
身の塩竈市で開業したのは
62年。がんが進行してし
まった患者が多かったとい
う。

子宮がん検診の大切さを
訴える
いろいろながん検診の中
で、死亡率を減らす効果が
最もはっきりしているのが
子宮頸がんの細胞診。子宮
の入り口の細胞を採取して

顕微鏡を通して観察し、が
んでないかどうかを判断す
る方法だ。その細胞診に武
内久仁生さんは、40年以
上携わってきた。
大学卒業後、県立神戸医
科大（当時）の病理研究科
で学んだ。手術でとったが
ん組織などを顕微鏡で詳し
くみる。臨床に直結してい
て、身につける価値がある
分野だと思った。
やがて、産婦人科医の道
へ。65年に県立病院がん
センター
（現・県立成人病
センター）に移り、婦人科
がんの手術に取り組む。一
方で、子宮がん検診にも深
くかかわった。
センターには県から委託
を受けた検診用のバスがあ
った。県内各地の保健所な
どを回り、子宮の細胞を採
取し、センターに戻って分
析した。
「せっかく遠方にでかけ
ても、受診者が10人くら
いしかいなくてがっかりし
たことも多かった」
当初は子宮がん検診につ
いてあまり知られていなか
った。地域の講演会に出向
き、検診の大切さを女性た
ちに訴えた。
96年春、副院長を最後
にセンターを退職。多く
の手術例を通して、子宮体
がんや卵巣がんが増えてい
ることを実感した。この二
つのがんは欧米風の生活習

2009年9月1日		

慣との関係が指摘されてい
る。
子宮頸がんは早期がほと
んど。
「検診の普及が役立っ
たとしたら、うれしい」
県健康財団の顧問とし
て、いまでも時折検診用バ
スで県内を回る。通勤など
を通して、六甲の山すそに
ある自宅近辺を毎日２キロ
ほど歩くのが健康法だ。
（朝日新聞医療グループ
田村建二）

日本対がん協会賞

中村 郁夫 氏
きちんと画像を読んで診
断する

中村郁夫さんは熊本大学
医学部の放射線医学教室
で、X線画像を読み、病気
の兆候を見つける画像診断
学を学んだ。72年には同
学部助教授、79年に同大
医療技術短期大学部教授と
して、多くの医師や放射線
技師を育ててきた。
92年からは、検診事業
を行う熊本県総合保健セン
ターに勤務。がんの検診事
業の充実に力を入れてき
た。
勤務を始めた当時、セン
ターの検診車が市町村を回
る移動検診は、胃がんや肺
がん、基本健康検査などの
様々な検診を、それぞれ単
発に行っていた。利用者に

対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）
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とっては、何度も検診のた
になる。これまでの取りく
日本対がん協会賞
めの時間をとらなければい
みが認められたとしたら、
けないこともあった。
本当にありがたい」と、中
青森県鶴田町
「利用しやすい検診に変
村良文さんは語る。
え、検診率を上げることが
最初にレントゲン技術に
検診率県№１をめざして
できないか」。検診車の日
接したのは鳥取大医学部の
「鶴」にあやかって長生
程を調整し、移動検診で
学生時代。放射線科が同大
きしようと、鶴田町は00
も、センターでやっている
病院の中で独立した診療科
年、
「鶴の里健康長寿の町」
人間ドック並みの検診メニ
として設けられ、診断技術
を宣言し「21世紀の健康
ューが一度に受けられるよ
などについて大学での講義
長寿目標」を策定した。
うに方法を変えた。寝たき
が始まったばかりだった。
▽年に１回は健康診査を
りのお年寄りや身体障害者 「レントゲンは早い段階で
受ける▽食卓に野菜を取り
も受けられる胸部検診車を
がんを見つけるのに欠かせ
入れ、減塩に努める▽子ど
導入し、介護施設などを回
ない」と感銘を受け、放射
ものころからの正しい食習
った。
線科医の道を進んだ。
慣の普及に努める▽体力に
また、マンモグラフィー
同大放射線科講師だった
合わせた運動を心がける▽
検査の機械が導入された
60年代、新しく登場した
生きがいを持って生活す
際には、
「きちんと画像を 「高圧レントゲン」という
る、という目標だ。
読んで診断できるように」 装置を活用し、がんをどの
同年、厚生労働省が発表
と、出身の熊本大学と協力
ように見極めるかを研究し
した男性の市区町村別平均
して検査画像を読む勉強会
た。
「新しい装置で撮影した
寿命で、同町男性がワース
を開くなど、技術の向上に
フィルムの影を注意して見
ト10位以内に下がったの
余念がなかった。
れば、がんがどのように広
がきっかけだった。
04年にセンターを退職
がろうとしているのか、そ
04年には、健康な食生
後も、いまも時おり診療の
のタイプを見分けることが
活・生活習慣は朝食からだ
ために通っている。
「今後
できるようになりました」
と、
「朝ごはん条例」を制
も、謙虚な気持ちで対がん
71年、県健康対策協議
定した。
の仕事を続けていきたい」 会の胃がん検診読影委員に
条例ができる前は、朝食
と話している。
なり、がん検診に本格的に
を食べる子どもは全国平均
（朝日新聞医療グループ
かかわるようになった。88
より少なかった。最近は、
錦光山雅子） 年からは18年間、同協議
全国平均を上回っている。
会の肺がん検診読影委員長
06年、男性の市町村別
も務めた。
平均寿命が、ワースト10
日本対がん協会賞
検診の成果を知るには、 から脱出した。
患者の経過をきちんと把握
当時すでに県内でも有数
中村 良文 氏
する必要がある。鳥取大の
だった受診率をさらに上げ
レントゲンフィルムを見
公衆衛生部門とも協力し
るため、町は06年、中野
続けて
て、がん登録のしくみづく
掔司町長を委員長にした
りにも努力してきた。
「健診率県ナンバー１推進
現在も県保健事業団の健
対策委員会」を設置した。
診センターに週に２回通
地区ごとに地区委員会を
い、企業が実施する集団検
設置し、各家庭にがん検診
診のレントゲンフィルムを
を含めた健診を受けるよう
読みとっている。
「自分の技
働きかけてもらったり、健
術が世の中の役に立てるう
診率向上町民大会を開いて
ちは、まだまだがんばって
受診率の高い地区を表彰し
いきたい」
たりした。
（朝日新聞医療グループ
翌07年、大腸がん検診
「レントゲンフィルムを
田村建二） の受診率は61％になって
見続けて、もう40年以上
県内市町村の１位に。胃

（）

（第三種郵便物認可）
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鶴田町の活動の様子

がんは県２位になった。た
だ、子宮がん検診のよう
に、受診率が下がった部位
もある。まんべんなく県１
位を達成するのが目標だと
いう。
（朝日新聞医療グループ
大岩ゆり）

日本対がん協会賞

石川よろこびの会
自己の体験を通じて啓発
がん患者や体験者のグル
ープがまだ少なかった80

09年度永年勤続表彰者
（31支部131人、敬称略）
北海道対がん協会 齊藤九
文、南川浩二、新関おり
え、樋口洋平、熊林弘美
青森県総合健診センター
川崎朋子、清野大輔
岩手県対ガン協会 佐々木
初男、及川和弘、吉田直
人、照井誠、小林秀隆、熊
谷篤子、照井伸子、斎藤卓
司、梅原真潮、内村哲也、
柴田卓也、井畑義信
宮城県対がん協会 島田剛
延、菅野宏之、板垣朋子、
阿部桐子、小笠原渉
秋田県総合保健事業団 井
川真紀子、石川弥生、松田
直美、高橋啓子、田村祥
子、池田幸生、糸井茂、伊
藤和美、工藤愛美、渡辺範
人、山内正子
茨城県総合健診協会 綿引

年代に、体験者ならではの
情報交換や相互支援の場
を、と日本対がん協会が呼
びかけた「よろこびの会」
の一つで、87年にできた。
石川県内のがん体験者約
110人と、体験者の家族約
10人が参加する。
一貫して訴えているの
は、
「早期発見、早期治療」
の大切さと、がん検診を受
診する重要性だ。
これまでに４回、会員有
志を募り、地元石川県の白
山に登った。名付けて「が
ん克服白山登山」
。
弘子、
平野恵美、
大山結花、
上久保貴晴、岩堀弘道、小
池美樹子、龍崎登世子、中
﨑美樹、古谷清治、小野正
憲、飯島栄次、川澄幸一
栃木県保健衛生事業団 日
賀野充、中山雅仁、増田英
夫、鈴木麻里、阿部由香
里、手塚桂子、鈴木貴行
群馬県健康づくり財団 荒
木美保、黛光子、秋田和
子、斎藤武臣、長部千恵
埼玉県健康づくり事業団
松尾将子、村田秀明、坂本
紀子
ちば県民保健予防財団 山
本成徳、田中栄子、佐藤幸
治、鈴木幸一、小栗拓也、
佐々秀寿、関根達雄、朝藤
雅哉、長谷部勉、大御由美
子、伊藤由美、髙橋真理
長野県健康づくり事業団
小山真二、山田英明、金児
晃、義家志朗、徳竹すみ

標高約2 7 0 0メートル。 として県のがん対策推進計
初級者では登るのが難し
画の策定に参画。県在宅緩
く、体力と登山技術が要
和ケア推進連絡協議会にも
る。
がんになっても、
早く発
参加し、患者の声が県の計
見して早く治療を受ければ
画に反映されるよう、提言
白山に登れるようになるほ
してきた。
ど元気に回復する、という
会員同士は、毎月、懇話
ことを、体験者が身をもっ
会を開く。体験者同士だか
て示そうという企画だった。 ら通じやすい話もあるから
毎年６月に金沢市で開か
だ。治療中の患者も参加で
れる「金沢百万石まつり」 き、先輩体験者から、医療
の「百万石踊り流し」にも
従事者から提供される情報
参加＝写真㊦。
「がん検診を
とはひと味違う、実感のあ
受けましょう」と呼びかけ
る情報をもらうこともでき
ている。
る。
県医療計画策定委員会が （朝日新聞医療グループ
ん医療対策部会のメンバー
大岩ゆり）

江、宮崎竜一
富山県健康スポーツ財団
稲垣庸介
石川県成人病予防センター
大澤知子
福井県健康管理協会 辻川
君枝、長谷川敏彦、春木美
和子、長田郁徳、中田章
栄、棗敦、桑原大輔
滋賀県健康づくり財団 小
嶋義昭
京都がん協会 笹村達生、
里内貴志、山本栄一
兵庫県健康財団 猪尾真弓
和歌山県民総合健診センター
澤田将利
鳥取県保健事業団 並川幹
子、奥山孝雄
広島県健康福祉センター
山田裕美恵、塚本智恵美
山口県予防保健協会 作野
幸夫、坂本和美
愛媛県総合保健協会 吉田
真理

高知県総合保健協会 西村
忠哲、土居由佳、塚岡由啓
福岡県すこやか健康事業団
古賀俊久、野村幸、中垣桂
一郎、村岡聡子、福満誠
一、熊本理恵
佐賀県総合保健協会 門田
哲也、野上恵美、藤井朝子
長崎県健康事業団 石橋玉
恵、谷口盛人、船本浩、三
浦美幸、河喜多一郎
熊本県総合保健センター
三浦陽子
大分県地域保健支援センター
後藤志紀美、仲摩高秀、田
中敏文、谷崎千恵美、田嶋
伸之
宮崎県健康づくり協会 江
川千鶴子
鹿児島県民総合保健センター
長友一三、西道子、永井利
幸
沖縄県総合保健協会 宜保
繭子、海江田倫郎
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子 宮 頸がん治療の現場から
宮城悦子

横浜市立大学病院准教授・化学療法センター長

インターネットを見る
と、子宮頸がんはヒトパピ
ローマウイルス（ＨＰＶ）
の感染が原因と知り、夫に
うつされたかと思うと悔し
くて涙が止まらないと書い
ている患者さんがいました
が、こういう考えは全く意
味がないのです。
子宮頸がんの99％はＨ
ＰＶの感染が原因です。Ｈ
ＰＶはありふれたウイルス
で、性交渉を一度でも経験
したことがある女性ならだ
れでも感染するリスクがあ

あります。一度感染しても
ほとんどの場合は自然に消
えてしまいます。一部が持
続的に感染し、さらにその
一部が子宮頸がんになるこ
とがわかっています。
早期発見のために20代
になったら検診（細胞診）
を受けることが大切です。
早期なら子宮を残す治療
が可能です。検診を受けな
かったことで、子宮だけで
なく、命まで失う女性がい
なくなる日がくることを願
っています。

（第三種郵便物認可）

（）

子宮頸がんは検とワクチンで予防できる！
～日本診と世界の違い～

今野

良

自治医科大学さいたま医療センター産婦人科教授

子宮頸がん検診がなぜ大
事かというと、がんになる
前の状態（前がん病変）で
見つけられるからです。
前がん状態や最も初期
の上皮内がんなら100％治
り、妊娠・出産も可能です。
しかし、日本では検診の
受診率が低い。先進24カ
国で最も高いのは米国で
82.６％。フランス、カナ
ダと続き、日本は23.７％
で最下位。日本で30代半
ばの子宮頸がんが増えてい
るのは、この受診率の低さ

が原因なのです。
病気の予防には一次予防
と二次予防があります。二
次予防はがん検診のように
病気が進行する前に見つけ
ることです。一次予防はワ
クチンなどで病気が発症す
る前に防ぐことです。現
在、
100カ国以上でHPVの
感染を予防するワクチンが
使われています。日本でも
近く使えるようになります。
検診とワクチン。この二
つで子宮頸がんを征圧する
時代を迎えたのです。

子宮頸がんキャンペーン パネルディスカッション
「家族の役割を考える」仁科亜季子さん母娘らが討論

「家族の役割～子宮頸が
んで命を失わないために
～」と題したパネルディス
カッションでは、俳優の仁
科亜季子さんが、自身の子
宮頸がん体験を語りなが
ら、娘の仁美さんを検診に
連れて行ったことなどを紹

介。
「命を守るためにがん検
診を受けてほしい」という
母の願いが参加者に熱く伝
わる討論になりました。
仁科さんは十数年前に食
あたりかなと思って受診し
た医師に、たまたま不正出
血のことを相談して子宮頸
がんが分かり、子宮ととも
に卵巣、リンパ節を摘出
し、４カ月以上も入院した
そうです。
「後悔しているのはそれ
まで子宮頸がん検診を受け
なかったことです」と話す
仁科さんは、仁美さんが中
学生のころに検診を受けさ

せたと言います。生理不順
があったのが受診の理由で
した。
「嫌だったのですが、母
が病気の時に自分もつらい
思いをしたので渋々行きま
した」と仁美さん。卵巣に
良性の腫瘍が見つかったそ
うです。仁美さんは20歳
を過ぎてから「子どもがほ
しいとか女性としての意識
が芽生えてきて、母のつら
さを見ているからこそ、し
っかり検診を受けなければ
いけない」と考えるように
なったと言います。
２人の会話に、今野先生

と宮城先生が、自身の娘と
日ごろどんなことを話して
いるかを紹介。
「大学生ぐ
らいになったら友人との自
然な会話の中でがん検診が
話題になるようになってほ
しい」
（宮城先生）、「がん
検診を受けるのは当たり前
です、と学校教育の中でも
っと教えてほしいと思いま
す」
（今野先生）などと訴え
ました。

（）
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子宮頸がんキャンペーン
対がん協会が始めました

若い女性に増えている子
宮頸がん。その子宮頸がん
の正しい情報を知ってもら
い、検診を受診してもらお
うと、日本対がん協会（垣
添忠生会長）は子宮頸がん
啓発キャンペーンを始めま
した。ご理解並びにご支援
をお願いいたします。
子宮頸がんは20代、30
代の女性では罹患率が最も
高いがんです。この年代の
女性で、子宮頸がんで亡く
なる人は最近、年に200人
近くにのぼり、ここ20年
で倍になっています。こう
した傾向は先進国では日本
ぐらいです。
命を失わないまでも卵巣

などとともに子宮を摘出し
なければならない人も少な
くありません。子宮頸がん
は、女性の健康、さらにリ
プロダクティブヘルスを考
える上で、非常に大きな問
題です。
キャンペーンはまず第一
弾として、４月に東京・有
楽町マリオンで、子宮頸が
んを体験された俳優の仁科
亜季子さん母娘を迎えて市
民公開講座「母娘で考える
女性の健康セミナーを開催
し、500人を超える方々が
熱心に耳を傾けていました
＝７面に詳報。
さらに、北里大学看護学
部、聖路加看護大学で、学

子宮頸がんで亡くなった方
（厚生労働省の人口動態統計より）
うち20代、30代

うち20代、30代

1960年 1765人（145人）

2000年 2393人（190人）

70年 1468人（112人）

04年 2494人（199人）

80年 1745人（69人）

05年 2465人（177人）

90年 1875人（107人）

06年 2481人（181人）

95年 2268人（141人）

07年 2441人（187人）

日本対がん協会の子宮頸がん啓発
キャンペーンには次の方々の支援
を得ています。

グラクソ・スミスクライン株式会社
株式会社キアゲン
三菱化学メディエンス
ロシュ・ダイアグノスティックス

生や大学院生が子宮頸がん
について学んでいく活動を
始めています。北里大の
院生たちは患者団体と一
緒に、９月12、13日に静
岡・御殿場で開催されるリ
レー・フォー・ライフで啓
発活動を行う予定です。
さらに支部の協力をお願
いして、20歳の子宮頸が
ん検診キャンペーン、母か
ら20代の娘の誕生プレゼ
ントに検診を、といった活
動を検討しているほか、よ
り効率的な検診のあり方を

考えるため、HPV検査に
関する臨床試験も企画中で
す。
キャンペーンのシンボル
バッジ「ティールアンドホ
ワイトリボン」も作成して
います。パンフレットも作
る予定で、子宮頸がん啓発
活動をされる支部に提供し
て参りたいと考えています。
問い合わせは、日本対が
ん協会・子宮頸がんキャン
ペーン係にＦＡＸ（03・
5222・6700）でお願いし
ます。

−子 宮 頸 が ん−
子宮頸がんは、原因と発症のメカニズムがかなり
解明されています。
原因のほとんどは、ヒトパピローマウイルス（Ｈ
ＰＶ）というウイルスであることが突き止められて
います。感染しても多くの人では感染に気づかな
いままＨＰＶが消失してしまいます（一過性感染）
。
ですが、まれに持続感染が起き、そのごく一部の人
でがん化していきます。日本では上皮内がんを含
め、年に１万５千人が発症し、約 2500 が死亡し
ています。
しかしおそれる必要はありません。人類はこの子
宮頸がんに立ち向かう手段をいくつも手にしていま
す。
何よりもまず検診です。子宮頸部の細胞の変化、
それががん化していく前、そしてがんになってもご
く初期に見つけることもできます。それに、ＨＰＶ
の感染を防ぐことが期待されるワクチンも開発さ
れ、日本でも近々承認されそうです。
子宮頸がんは、多くの種類があるがんの中で「死
亡ゼロ」の実現が期待できる唯一のがんとも言えま
す。
国際対がん連合（ＵＩＣＣ）をはじめ、国際機関
や基金が、ワクチンの援助など、開発途上国を中心
に子宮頸がん征圧に向けた取り組みを進めていま
す。それも、
「征圧」が可能だからこその動きなの
です。

