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　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。

がんホットライン  月〜金  午前10時〜午後4時
03−3562−7830

主
な
内
容

３面　学生たちが山田邦子さんと
　　　子宮頸がん征圧イベント
４〜５面　子宮頸がんテーマに学生
　　　　　たちが仁科亜季子さん
　　　　　母娘と集い
６〜７面　リレー・フォー・ライフ
　　　　　収支報告

１部70円（税抜き）

　しこりなど自覚症状がな
くて検診で見つかる乳がん
が徐々に増えてきているこ
とが、日本乳癌学会の全国
乳がん患者登録調査報告
（2006年次症例）でわかっ
た。およそ20％と少ない
ものの、2004年次より６
ポイント近く増えた。自覚
症状がなくて検診で見つか
る割合がもっと高まれば乳
がんによる死亡率が減少す
ると期待されている。（２面
に関連記事）
　乳癌学会がホームペー
ジで公開した報告による
と、2006年次症例の登録
数は全国459医療機関から
の２万510例（2009年２
月18日現在）。女性が２万
412例（99.5％）、男性は97
例（0.5％）。日本人女性の
乳がんの罹患者数は2003
年時点で約４万３千人と推
計されている。乳癌学会の
登録は半数近くをカバーす
る計算になる。

診も大切だが、それだけに
頼らず、定期的にマンモグ
ラフィーなどによる検診を
受けることが欠かせない。
　乳癌登録は1975年に乳
癌学会の前身の乳癌研究
会の事業として始まった。
2003年までに登録された
のは18万8265例。2004年
からは新システムが導入さ
れている。乳癌学会はこの
登録を学会認定施設の必須
条件として義務付け、デー
タの信頼性を高めて乳がん
診療に役立てることにして
いる。

　女性の乳がんのうち、自
覚症状がなくて検診を受
けて見つかったのは4156
例で20.4％だった。前年の
18.7％よりわずかに増え、
2004年次の14.7％から６ポ
イント近く上がっている。
しかし、まだ自分でしこり
などに気づく自己発見が
１万4001例、68.6％と多数
を占めている。
　乳がんの自己発見、つま
り自分でしこりなど、何ら
かの症状に気づくようにな
るのは一般に、がんがある
程度大きくなってからのこ

センチ以下は9.5％しかな
い。
　これに対して自覚症状が
なくて検診で見つかったケ
ースでは、1.1〜２センチ
が最も多くて34.6％、１セ
ンチ以下も33.1％あった。
つまり２センチ以下で早期
の可能性が高い場合が７割
近くにのぼっている。
　がんができた場所やがん
の性質によっては自分では
気づきにくかったり、触れ
なかったりする場合もあ
る。早期治療につながる早
期発見のためには、自己触

日本人の乳がん 「自覚症状なく検診発見」が増加
ー 乳癌学会の登録調査 ー

発見状況と腫瘤の大きさ
（日本乳癌学会の全国乳がん患者登録調査2006年次症例をもとに作成）

とが多い。
　2006年次
の症例でも自
己発見した場
合の腫瘤の
大きさは2.1
〜５センチ
が45.2％で最
も多く、1.1
〜２センチ
は32.4％、１



　従来、日本人の乳がんは
30代後半から急増して40
代後半で罹患率が最も高ま
ると推計されてきた。
　しかし、この登録症例を
みる限り、少し高齢側にシ
フトしてる。欧米のように
閉経後に発病するケースが
増えているのかといったこ
とは分析しないと分からな
いものの、日本人の人口構
成が高齢化していることが
影響しているのかも知れな
い、という。

家族歴ない人が85％
　２万412例のうち、２親
等以内（母親、祖母、子

いる。一方で、２センチ以
下の割合は2006年次では
48.5％。2005年次46.8％、
2004年次44.9％と年をおっ
て小さく見つかる乳がんが
増えている。

増える乳房温存療法
　手術の方法は、分析で
きた２万136例のうち、乳
房温存療法が57.9％と過
半数を占めている。2005
年次より3.5ポイント増え、
2004年次と比べると7.8ポ
イントも増加している。
　小さいうちに見つかる
乳がんが増えているのが
影響しているとみられる。
日々、自分の乳房の健康に
関心をもち、自己触診で早
期発見に努めるとともに
「触らないがん」をマンモ
グラフィーなどの検診で発
見する……早期発見は、乳
がんから命を守ることにつ
ながるとともに、乳房を守
ることにもつながる。

50代後半が最多に
　2006年次症例の女性の
乳がん患者の平均年齢は
57.2歳。2005年次、2004
年次とほぼ変わっていな
い。
　年代別に分けてみると、
最も多かったのは50代後
半で3154例、15.5％を占め
ていた＝グラフ。この傾向
も2005年次、2004年次と
変わっていない。
　次に多いのは40代後半
の13.1％、さらに50代前半
12.8％、60代前半12.5％。
45歳から64歳までで53.9％
と過半数を占めている。
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早期に見つかる乳がんが増える傾向
大きさも２センチ以下の割合高まる

　日本乳癌学会の全国乳
がん患者登録調査報告
（2006年次症例）で、早期
に発見される乳がんが前年
よりもわずかに増加してい
ることがわかった。大きさ
も２センチ以下で見つかる
割合が増えている。こうし
た傾向がより強まれば乳が
んの治療成績の向上につな
がるとみられる。検診の意
義の普及が喫緊の課題とな
っている。

早期が44.3％
　早期乳がんは、腫瘍径が
２センチ以下で、リンパ節
や他の臓器に転移がない状
態。この場合の治療成績は
非常に高く、90％以上治
癒することが期待されてい
る。
　2006年次症例の女性の
乳がん２万412例の進行
度（ステージ）をみると、
ステージⅠが最も多くて
7232例、35.4％を占めて
いた。これにステージ０
（1817例）を加えた9049
例、44.3％が早期乳がんだ
った＝表。
　2005年次症例では、女
性の乳がん１万9422例中、
このステージの早期乳がん
が8315例で42.9％。2004
年次症例では40.1％だった
のと比べてみると、わずか
ながらも早期の割合が増え
る傾向にある。
　がんの大きさをみても、
2.1〜５センチが37.5％で
最も多くを占めているもの
の、その度合いは2005年
次の39.6％、2004年次の43
％から徐々に少なくなって

ども〈娘〉ら）の家族・親
類が乳がんになったことの
ある人は8.8％で、ない人
が85.1％だった（残りは不
明）。2005年次、2004年次
のケースもほぼ同様だっ
た。
　がん検診を受けない理由
の一つとして、「うちはが
ん家系じゃない」「家族がな
ったことがない」という人
がよくみられる。
　しかし、実際にがんが見
つかった人の家族歴をみる
と、それらは何ら根拠のあ
る理由にはならないことが
わかる。

乳癌学会の
患者登録

いずれも日本乳癌学会の全国乳がん患者登録調査2006年次症例より

表

　　　年齢別症例数
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　子宮頸がんのことを知っ
て検診を受けよう……首都
圏の大学生たちが、同世代
の仲間たちに検診の大切さ
を訴える「子宮頸がん征
圧イベント2009」が11月
14日、東京都杉並区の明
治大学和泉キャンパスの大
教室で開催された。参加し
たのは延べ約600人。年配
の人もちらほらと出席した
ものの、ほとんどが学生と
いう、がんの啓発イベント
には珍しい雰囲気。タレン
トの山田邦子さんのサポー
トで、楽しみながら学べる
「講義」になった。
　「女子大生発！愛で結ぶ
国家プロジェクト」と銘打っ
たイベント。同世代に向け
て子宮頸がんの啓発活動を
展開している学生コミュニ
ティ「結（yui）」が企画した。
　代表の鈴村沙織さん（慶
応大学２年）が教壇に立っ
てあいさつ。鈴村さんの紹
介で山田さんが登場した。
　まず、国立がんセンター
が主催するがんの講義。鈴
村さんと山田さんが「クイ
ズ」を出しながら、宮城悦
子・横浜市立大病院化学療

向き合い方などについて語
り合った。
　ここで俳優の仁科亜季子
さん、仁美さん母娘が壇上
に。山田さん、鈴村さんと
のトークが始まった。仁科
さんは自身の子宮頸がん体
験をもとに啓発活動を活発
に行っている。仁美さんも
仁科さんと一緒にシンポジ
ウムなどに出席し、ふだん
の暮らしの中で、母娘で女
性の健康を考えることの大
切さを飾らない言葉で語っ
ている。「結」の学生たちと
の集いも開催している。こ
の日は、こうしたことを紹
介し、「検診を受けて」と
会場に呼びかけた。
　さらに山田さんが率いる
スター混声合唱団のコンサ
ートも開かれた。
　鈴村さんと、ともに代表
を務める臼井あかねさん
（東洋大学４年）の２人が
最後に壇上に立ち、「これ
からもより多くの若者に子
宮頸がんのこと、そして検
診の受診を訴えたい。みな
さんもサポーターになって
一緒に活動して下さい」と
学生たちに呼びかけた。

法センター長と、山本精一
郎・国立がんセンターがん
対策情報センターがん情
報・統計部がん統計・解析
室室長から正解とその解説
を受けた。
　子宮頸がんは若い世代で
増えている▽性交渉で感染
するヒトパピローマウイル
ス（ＨＰＶ）が原因となる
▽ただ感染してもほとんど
の人ではウイルスが検出で
きなくなる▽子宮頸部の細
胞ががん化する途中の「異
形成」という段階になって
も治ること・・など、子宮
頸がんについて説明した宮
城さんは「知らないことが
子宮頸がんが増えている原

因。多くの女性は発病しな
いとはいえ、１回でも性交
体験のある女性は誰でも発
病の可能性がある。ＨＰＶ
の感染を防ぐワクチンも開
発されて、ワクチンと検診
で理論的には子宮頸がんを
ゼロにできる」と話した。
　さらに山本さんは、たば
この危険性も熱く訴えた。
　続いて、結のメンバーの
学生やバンドのボーカリス
トら７人が登壇。友人をが
んで亡くした体験、恋人が
子宮頸がんの前がん病変に
なって治療を受けたりした
経験、その時の気持ちをと
つとつと話しながら、命の
こと、彼・彼女・病気との

さわやかな歌声を楽しく響かせるスター混声合唱団

〜 子宮頸がん検診の受診を 〜
学生たちの間に活動が広がる「結（yui）」の
学生たちが明大で征圧イベント
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　子宮頸がんについて勉強
を重ねている首都圏の学生
たちの集まり「結（yui）」
が10月13日、俳優の仁科
亜季子さん、タレントの仁
美さん母娘と、家族をテー
マに語り合った。子宮頸が
んを体験した仁科さんは、
仁美さんが同じ病気になら
ないように、「口を酸っぱ
くして」検診の受診を勧め
てきた。また、啓発活動も
積極的に続けている。今回
は日本対がん協会の子宮頸
がん啓発キャンペーンの一
環として企画、20人の男
女学生が参加した。（司会は
対がん協会の小西宏マネジ
ャー）

◇
　－この夏から学生たち
が研究者や医師らにインタ
ビューして勉強を重ねて
います。その中で初めて、

「子宮頸がん」という言葉
を知った人もいるんです。
　仁美　「えっ？女性で？」
　仁科　「逆に幸せだった
かも知れない。周りにそう
いう方がいらっしゃらなか
ったんでしょうから。でも
今、子宮頸がんをとっても
早く発病する方が多くなっ
ていて、私の時代と比べる
と危険率が高くなった。男
性にも認知してほしい」

　－娘さんは？
　仁科　「私がそういうこ
とがあったせいか、娘が中
学２年のときに何かおかし
いなって思って無理やり連
れていったんです。婦人科
に。そしたら良性の腫瘍が
あった。腹腔鏡手術ですぐ
に摘出しました。検診は年
に一回、一年半に一回、最
低二年に一回は行きなさい
って言っています」
　仁美　「同年代の子に比
べれば行ってる方だと思い
ます」
　学生　「医師や研究者、
子宮頸がん体験者の方々に
お話を聞いて冊子を作った
んです。そのコンセプトが
『向き合うカタチ』です。
親子、家族ってキーワード
だと思って、大切だからこ
そ、自分ががんになったと
きにどういうふうに伝える
のかなと思って」
　仁科　「やはり家族の支
えは心強い。一人じゃない
んだぞって。病気に立ち向
かえるエネルギーになりま
すものね。私はもうとにも
かくにも、子どもたちがい
た。おかげで今があるんだ
ろうなと思います。めそめ
そしてると病気のほうが勝
っちゃいそうだし、闘わな
きゃいけないっていう原動
力は子どもだったかもしれ
ないですね」
　－皆さん、子宮頸がん
の勉強を、お父さんやお母
さんに話しましたか。
　学生　「乳がん検診に行
ってるの？っていう話はし
ましたね。子宮頸がんは、
まだ」
　学生　「こういう勉強を

　－今回の一連の勉強会
には男子学生も参加してい
ます。先日も女の子の気持
ちを、ということで男子が
内診台にのるという体験を
しました。
　仁科　「子宮頸がんの原
因はウイルス（ヒトパピ
ローマウイルス＝ＨＰＶ）
で、研究の進展でがんの中
で唯一、予防できることも
可能になった。医療者にも
まだ知らない人もいる中
で、若い人たちが男女を問
わず勉強するのはとても良
いことですね」
　－日本では学校教育で
がんのことをほとんど教わ
りません。欧米と日本の大
きな違いです。学校で教わ
らない部分は家庭、社会が
カバーしなければいけな
い。この集いは、皆さんに
家庭でがんのことを会話し
てほしいと考えたからで
す。将来、結婚して子供を
持つ人もいるでしょう。子
供が育っていく、自分もい
ろんな経験をつんでいく中
で命のことを話してほし
い。
　仁科　「本当に私はラッ
キーでした。食中毒で受診
した内科の先生に不正出血
のことを相談したんです。
『じゃあ検診してみる？』

で見つかった。当時の検診
の対象となる年齢は、子育
ての大変な時期。もう、母
親とか主婦って自分のこと
が二の次三の次になる。家
族のことが優先で、自分の
ことは先延ばしにしてた」
　－それまで子宮頸がん
検診を受けられたことは？
　仁科　「受けていません
でした。体を過信していた
んでしょう。治療で４カ月
入院しました。子どもは８
歳と６歳。小学校入学した
ての子供を家に置いて入院
する母親の気持ちって、本
当に身を切られるような思
いでした。娘を含め若い女
性にはそんな思いをしてほ
しくない。これだけ医学が
発達しているにもかかわら
ず、若い世代の死亡者が増
えている。なるべく早い時
期に知識として身に着けて
ほしいって思っていろんな
活動をさせていただいてい
ます」
　－かなり大きな手術を
されたんですね。
　仁科　「子宮も卵巣も全
摘しました。リンパ節もと
ったので浮腫ができて、も
う20年近くたつけど、今
でも脚の太さが２㎝ほど左
と右が違っている。この子
達の45分間の授業参観も
立っていられなかった。夕
方になると地中から足を引
っ張られてるみたい、もう
だるくて歩けないこともあ
った。治療費もそうだけ
ど、時間と後遺症のことを
考えると、検診って、本当
に些細な行動だと思う。声
を大にして早く決心してね
って言いたい」
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家族の役割は？  パートナーとの向き合い方は？
子宮頸がんテーマに学生たちが仁科亜季子さん、仁美さん母娘と集い
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しているっていうのは、一
応言ってますけど……。で
も面と向かっては、まだ話
せない」
　仁科　「まあそうかな。
この子は物心ついたころか
ら私の体験があるから。話
すのは割と普通だもんね」
　仁美　「オープンに話し
ていますね」
　学生　「子宮頸がんは勘
違いされやすい病気だと勉
強してるときも思いました。
セクシュアルデビューをし
た女性の８割はＨＰＶに感
染した経験があるそうだし
セックスの回数が多い子が
子宮頸がんになるわけでは
ないのに、世間では勘違い
されている。だから隠す方
が多いって聞きます。でも
仁科さんは様々に活動され
ています。」
　仁科　「私は幸せなこと
に子どもがいましたけれど
も、もしかしたら子どもを
産めない？　もしかしたら
それが原因で離婚になるか
もしれない？　そういうこ
とを考えると本当に早く知
識をもってほしい。ＨＰＶ
にかからないにことしたこ
とはないから、性教育の問
題にもなるかもしれないけ
ど、早いうちに予防できる
のは予防してねっていうの
が一番だと思うんだけど」
　仁美　「お母さんと面と
向かって話したり、兄と話
したり、別にそれが当たり
前になってしまっているの
で恥ずかしいと思ったこと
はありません。検診は今は
年に１回行っています。自
分で継続して行こうと思う
ようになったのは20歳を
過ぎて、自分もいつか結婚
をするだろうなぁって思い
だしてからなんですけど、
それまでは、もう行きなさ

　仁科　「一概には言えな
いんじゃないかな。家庭の
成り立ち方にはそれぞれあ
るでしょうから。でも、あ
えて父親を拒絶する必要は
ないんじゃないかな。家族
で助け合っていかなければ
ならないので」
　学生　「子どもができた
ときに、今日のような会話
が自然にできればいいなと
思いました。がんを経験し
ていなくても、経験をした
人から話を聞いて自分の大
切な人に伝えていきたいと
思います。だけどそれは難
しいことで、当事者意識な
んて全然持てなくて。以前
に子宮頸がん対策の国際比
較の話を聞いたとき、がん
を経験された方の経緯を追
った写真を見て初めて、死
者ゼロにできるがんで亡く
なる人がいるんだと気づい
て衝撃を受けました。学生
に出来ることは少ないかも
しれません。でも、仁美さ
んがおっしゃったように友
達に『検診に受けてきた
よ』とか、『この話聞いて
きたよ』というように、学
生に響くには学生が話さな
いと伝わらない。今後も伝
えていきたいと思います」
　仁科　「ぜひ頑張ってほ
しい。きょうは男の子が多
くてびっくりしたけれど、男
の子ももっともっと子宮頸
がんについて勉強してもら
えるととても嬉しいです
ね」

い行きなさいってうるさく
て。もう、うるさいよ、って
言うぐらい」（笑い）
　仁科　「黙ってるといか
ないじゃない？嫌なことっ
てみんな先延ばしにするけ
ども」
　学生　「いろんな家庭が、
親子で向き合って、死の問
題、がんの問題を話し合う
には、何が必要だと思いま
すか？子どもたちから親に
言うのか、それとも親が子
どもに伝えるのか」
　仁科　「皆さんのような
年齢になれば子どもから発
信してもいいんじゃないか
な。『こんな話きいてきた
よ』って。そういえばお姉
ちゃん検診に行ってんのか
な、うちの妹行ってんのか
なって。お母さんに聞いて
もいいし。子どもが小さい
ときは、親からきっかけを
見つけて、例えば今度のク
ーポン券なんかを話題にし
て。中学生ぐらいになれ
ば、がんのことは分からな
くても死を理解することが
できると思うし、女の子は
こういう病気がある、って
いう風に進んでいけるんじ
ゃないかな」
　－こういう活動してる
とね、言いやすいんじゃな
いかな。きょう仁科さんか
らこんな話聞いたよって。
友達との会話は？
　仁美　「私が、こういう
会合で話させてもらった
んだ、って言うと、『その
検診って痛いの？』って聞
かれるけど、『痛くないよ、
行ったほうがいいよ』って、
ひと押しすると、次に会っ
たとき、『行ってきた』って」
　仁科　「私が入院してる
ときも妊娠してるのに悲し
い思いをなさった方もい
た。もう本当にそれは悲し

いよね。待ち望んでいた赤
ちゃんが残念な結果になる
と、やっぱり肉体的だけじ
ゃなくて精神的にもかなり
ダメージは強いと思う」
　学生　「結婚して子ども
が生まれたとき、パートナ
ーである夫とどういう風に
向き合っていければいいと
思いますか」
　仁科　「男の子がきょう
のように勉強することで、か
なり視野は広がると思うし、
偏見という壁を少しでも取
り除いてほしい。女の子の
病気だけど、でも単に女の
子が遊んでいたからなる病
気じゃなくて、愛し合った
二人がセックスをしたその
結果でもあるわけだから、
パートナーと話し合うきっ
かけにはいいんじゃないか
と思うのね。」
　学生　「仁美さんは親子
で話すことに抵抗がないと
おっしゃっていたんですけ
ど、男の人と話をしたこと
はありますか」
　仁美　「毎年一回検診に
行くことは必ず話すので、
別に男の人に話すことは恥
ずかしくないタイプかな」
　学生　「もし女の子がか
かったら、お母さんには言
えてもお父さんには言い
づらい人も多いと思うんで
す。そういう時は母親から
父親に話してもらうんじゃ
なくて、やっぱり自分から
父親に言った方がいいと思
いますか？」
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リレー・フォー・ライフ収支報告
　今年度に予定された「リレー・フォー・ライフ　ジャパ
ン2009」の計画のうち、年内分の13カ所が終了しました。
各地の収支を順次、報告します（紙面の都合もあり、順不
同で掲載します）。

　地域ごとに実行委員会で集めていただき、日本対がん
協会に寄せていただきましたご寄付は、若手医師の奨学
金・悩みのサポート・がん検診受診率向上など、がん征
圧のために役立たせていただきます。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン �009 in さいたま 収支報告 リレー・フォー・ライフ・ジャパン �009 in 室蘭 収支報告

リレー・フォー・ライフ・ジャパン �009 in 福岡 収支報告 リレー・フォー・ライフ・ジャパン �009 in 静岡 収支報告
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リレー・フォー・ライフ収支報告
リレー・フォー・ライフ・ジャパン �009 in 中部 収支報告 リレー・フォー・ライフ・ジャパン �009 in 広島 収支報告

リレー・フォー・ライフ・ジャパン �009 in 高知 収支報告 リレー・フォー・ライフ・ジャパン �009 in とくしま 収支報告



（ � ） （第三種郵便物認可）	 対 が ん 協 会 報 �009年1�月1日

　社団法人日本プロゴルフ
協会（PGA）の松井功会
長らが11月26日、日本対
がん協会（垣添忠生会長）
を訪れ、「乳がんをなくす
　ほほえみ基金」に180万
円を寄付した。PGAなど
のチャリティー活動の一環
で、垣添会長から松井会長
に感謝状が贈られた。
　10月にPGAシニアツア
ーとして「富士フイルムシ

いないのが実情だ。
　シンポジウムでは、ワ
クチンで予防する子宮頸
がんや肝がん、たばこと
がん、子どもの生活習慣
とがん予防といった医学
的なテーマに加え、日本
の学校教育、世界の学校
教育におけるがん予防な
ど、教育の観点からも専
門家が話す。
　午後２時から。無料。
定員196人で先着順。申
し込みは連絡先、参加
希望人数を書いて「世
界対がんデー公開シン
ポジウム係」にメール
で。アドレスは	office＠
jcancer．jp

　来年２月４日の「世界
対がんデー」に、「がん
予防は子どもから」と題
したシンポジウムが東京・
築地の国立がんセンター
内にあるがん研究振興財
団・国際研究交流会館ホ
ールで開かれる。国際対
がん連合（UICC）日本委
員会が主催し、日本対が
ん協会が共催する。
　生活習慣と大きくかか
わるがんの知識は子ども
のころから身につけるこ
とが欠かせない。予防を
考えたると、その重要性
はさらに高まる。しか
し、日本の学校教育の中
ではほとんど教えられて

　環境と科学技術の調和を
図る優れた業績を顕彰する
「本田賞」が11月17日、子宮
頸がんの原因となるヒトパ
ピローマウイルス（HPV）
に対するワクチンを開発し
たオーストラリアのイアン・
フレーザー博士に贈られた。
最新の技術を駆使して開発
してワクチンが多くの女性
の命を救い、ひいては人類
という種の保存にも貢献す
ることが評価された。この
日、東京の帝国ホテルで開
催された授賞式で、本田財
団の川島廣守理事長らから
メダルや副賞の１千万円が
贈呈された＝写真。
　本田財団は、「技術は人
に喜びと幸福をもたらすも
のだ」という信条を持っ

高まる。ワクチンと検診。
21世紀の日本で、子宮頸
がんで命を落とすことがあ
ってはならないんです」と
話した。
　HPVが子宮頸がんの原
因であることは83年にド
イツのハラルド・ツア・ハ
ウゼン博士のグループが遺
伝子レベルで突き止め、昨
年のノーベル医学生理学賞
を受賞している。

ていた本田技研工業の創立
者・本田宗一郎氏らが設立
した。本田賞は、エコテク
ノロジーの観点から人々の
生活に貢献する優れた業績
を挙げた科学技術者を顕彰
しようと1980年に設けら
れた。
　フレーザー博士はHPV
ワクチンの研究開発を80年
代半ばから始めた。HPV
は研究室で合成して作るこ
とができないため、免疫反
応を高めるウイルスの外殻
に着目し、最新の技術を駆
使して外殻の構造を作るこ
とに成功した。
　５年がかりの難しい研究
だったが、「研究チームも
ちろん、治験に協力してく
れたボランティアの方々。

実に多くの方々が頑張っ
た」（フレーザー博士）結
果、年に50万人の女性が
発病し、27万人が死亡す
るという子宮頸がんを防げ
ると期待されるワクチンが
できあがった。
　フレーザー博士は日本対
がん協会のインタビューに
「HPVワクチンができたこ
とで子宮頸がんへの認識が
高まり、検診への関心も

本田賞にイアン・フレーザー博士
ＨＰＶワクチンの開発が評価

「ワクチンと検診で死者をゼロに」

今年も日本プロゴルフ協会などが寄付

トラインはニーズが高く、
時間延長を考えています。
そうした活動もすべて資金
力にかかっています」と述
べ、感謝の意を表した。

　ＰＧＡと富士フイルムな
どは、ジュニアゴルファー
の育成や社会福祉、医療と
いったさまざまな分野で社
会貢献活動を行っている。

ニアチャンピオンシップ（略
称・富士フイルム選手権）
が千葉市の平川カントリー
クラブで開かれた。これに
あわせて主催のＰＧＡと富
士フイルムなどはチャリテ
ィー活動を展開。ゴルフ場
に乳がん検診車を配して検
診も実施した。
　対がん協会を訪れた松井
会長や富士フイルムの山下
洋二郎宣伝部長らは、垣添

日本対がん協会の垣添会長（右）に寄付の目録
を手渡す日本プロゴルフ協会の松井会長（左）

子どもとがんをテーマにシンポ
２月４日の世界対がんデーにがんセンターで

会長、塩見知司事
務局長らと懇談。
　松井会長は「ス
ポーツを通じて社
会貢献していきた
い」と話し、垣添
会長は「がん患
者・家族から電話
相談を受けるホッ


