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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

４面　ＨＰＶワクチン販売開始
５面　乳がん罹患者
　　　年に５万人超える
　　　大腸がん検診リーフレット
６面　黒川利雄基金
　　　助成希望者募集
８面　がん教育基金、子宮頸がん基金

１部70円（税抜き）

　「がん体験者と体験して
いない人の間の心の垣根を
取り払う」「がん体験者と医
療者が手を携えられる関係
を築く」−虫垂がんを患
った体験から、がん啓発活
動に積極的に取り組むエッ
セイストの岸本葉子さんは
自らのテーマをこう話して
います。新春を迎え、日本
対がん協会の「ほほえみ大
使」アグネス・チャンさん
が岸本さんと縦横に語り合
いました。

◇
　－手術をして何年にな
りますか。
　「2001年の10月でしたか
ら今年９年目です。アグネ
スさんは？」
　－2007年10月なので
３年目に入りました。時間
がたってがんに対する気持
ちが変わりましたか。
　「再発の危険があると言
われる５年がすぎて、緊張
は少なくなったんですが、
今度は緊張しなくなった自

に、いいのかな、と後ろめ
たさ、戸惑いもあります。
でも話さないと体験してい
ない人のイメージも変わら
ない。つながりも作れない」
　－私のがん体験といっ
ても大変な思いをしている
人と比べれば大したことな
い。でもがんが見つかると
人生の終止符と思って検診
を受けない人もまだ多い。
がんが見つかっても、そこ
から新たな人生が始まるん
です。私の話を聞いて一人
でも早期発見できれば、話
す意味があったんだと思っ
ています。

分に慣れなくて。油断して
いいのかな、という気持ち
もあるんです。がんを体験
する前は、咳が出ても風邪
かな、と思ったんですが、
体験すると最初に心配する
のが肺転移、疑う順番が変
わりました。がんを体験す
ると何年たっても気持ちの
うえでは元に戻らないんだ
な、とも思いました」
　－私もサバイバーに慣
れてきました。手術後に薬
を飲み始めた時は副作用と
闘っている感じがあって、
闘病というのはまさしくこ
のことか、と思ったんです
が、去年の夏から新政権じ
ゃないけど友愛になってき
た。落ち着いてがんと付き
合っていこう、と。
　「一つは医療の恩恵です
ね。がんになっても長く生
存することが可能になっ
た。あと社会のイメージも
変わりつつある。９年前
は、がんと仲良く、という
言葉は一般的ではなく、闘

から、低い検診の受診率を
改善したい。一般の方も意
識を持って検診を受けに行
ってほしい。
　「リレー・フォー・ライ
フに第１回目から参加して
本当に素晴らしいイベント
だと思います。がんを体験
していない人ももっと参加
してほしい。体験者と体験
していない人の心の垣根を
取り払いたい、と思ったの
はリレーからそんな印象を
受けたからです」
　「私ががん体験を公にし
て、もっと大変な思いをし
ている人がたくさんいるの

「がん発見は新たな人生の始まり」
体験を話すことの意義を語り合う

患者と健康な人との連携を語り合う岸本さんとアグネスさん

って負けるか
勝つか。がん
はそう思われ
ていました」
　－私がこ
うした活動を
できるのも早
期に発見でき
たからです。
本当にラッキ
ーでした。だ

アグネスが聞く
エッセイストの岸本葉子さん
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　－いま医療者に元気が
ないように感じます。医療
者は毎日何十人も、まさに
闘病中の患者さんを診てい
ます。患者さんが応援して
もらいたいと思うのは当然
ですが、その負担はみんな
医療者と看病している人に
いっている。今の状態で医
療者に元気になってとは言
いにくい。大事なのは医療
者が生き生きと夢をもって
仕事できる環境をつくるこ
とじゃないでしょうか。
　「医療者が苦しくして、
患者に優しい医療ってあり
得ないと思います。医療者
に優しい医療が巡り巡って
患者さんに優しい医療につ
ながる。たぶん今は苦しい
のに我慢していてくれるけ
ど、それは長続きしない。
医療者が生き生きと力を発
揮できるようにしないと患
者も困るんです。私たちは
医療者の仕事は肩代わりで

ア活動がもう少し活発にな
ってくるといいですね。
　その人の人生、最後まで
納得して生活していける、
そういう世の中が大切だと
思うんですね。最期の時、
亡くなる方、送る方、とも
に全うできたなと納得でき
るような。
　がんの場合、突然亡くな
ることはあまりなく、たい
てい闘病がある。亡くなる
時に悲しまないですむよう
に、精神面のケアが必要だ
と思います。日本人の場
合、宗教的な受け皿が少な
い気がします。だから送り
人があんなにうけたのか
な。最後に大事にされてよ
かった、って。私のように
クリスチャンの場合、死に
対する教えは子どものころ
から始まっているんです。
ゆくゆくは患者・家族に対
して、こういうカウンセリ
ングも必要になるんじゃな
いでしょうか。
　「私が腸のがんになる前
に、いとこがほぼ同じ年齢
の時に同じ腸のがんで亡く
なっているんですね。自分
が発病した際に、そのいと
このことを思って、私も死
ぬのかなって思ったんで
す。その時、いとこが亡く
なる時の様子を聖路加国際
病院の日野原重明先生が本
に書いていて、それを読ん
で非常に救われました。苦
痛が緩和されていて、ある
時に病室で夫にこんな冗談
を言ったそうです」
　「『私は若くしてあの世に
行くから、あの世で再婚し
ちゃうかも知れない。あな

きません。でも側面的な活
動で負担を減らすことがで
きるんじゃないかしら」
　－私たちは医療者に要
求ばかりしていたけれど、
こういう医療を実現したい
のに、実現できないのはど
んな阻害要因があるから、
といったことを医療者に教
えてほしいと思うんです。
　「確かに医療者の方にう
かがったことがあります。
世の中を動かすのは、患者
の声、市民の声だって。い
ろいろ課題があるけど、そ
の課題を私たちが教わり、
私たちが率先して声を上げ
た方が近道なのかな」
　－絶対にそうです。私
たちは数が多いので。新し
いことをやろうとすると賛
否両論起きますが、とにか
く力を合わせて新しい道を
作っていかなければいけま
せん。みんなで医療者に感
謝する日って作りません

か。バレンタインデーにチ
ョコ贈るみたいに、食べ物
か何かを贈って感謝を表
す。ふつう先生は贈り物を
受け取りませんが、その日
は特別にするんです。
　「以前、希望の言葉を贈
り合う活動をした際に、医
療者への感謝の言葉も募集
しようか、という話もあり
ました。社会活動として、
医療者への感謝の言葉を募
集する、ということはでき
るかも知れません」
　「側面的な支援ですけど、
患者同士ができる患者のサ
ポートもありますね。副作
用とか、後遺症のまっただ
中にいる時って、これが一
生続くような気がしてしま
うのですが、そういう時に
先輩の体験談というのは大
きく響きます」
　－私も薬の副作用で顔
が腫れたのですが、今は腫
れません。湿疹も出なくな
りました。患者の先輩に、
慣れますよ、って言われて
いたのですが、その通りで
した。太りやすくなるので
体を動かした方がいいよと
も言ってくれました。
　「先輩患者から受けた心
のケアを考えると、場合に
よっては体験者の方が答え
やすいこともある。不安と
の向き合い方や、生活上の
工夫などは、とくにそうで
すよね。そういう活動を続
けていくと医療者が全部を
引き受けなくても、私たち
が受け止めて、お手伝いで
きることがあるのかなって
思います」
　－そういうボランティ

　きしもと・ようこ　神奈川県生まれ。東京大学卒。保険
会社に２年余り勤務した後、北京に留学。帰国して旅行エ
ッセイなどをつづる。2001年に虫垂がんを手術。その体
験を「がんから始まる」（晶文社）として発表し反響を呼ん
だ。希望の言葉を贈り合う活動など幅広く活躍している。

ほほえみ大使 アグネスが聞く⑩
がんになっても生きる力はある 人を生かす力もある　岸本葉子さん
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た、後から来た時に困るわ
ね。再婚していい？』。夫
が何て答えていいか、ちょ
っと困ったような顔をした
のを見た彼女が『冗談よ馬
鹿ね』とか言って笑ったそ
うなんです」
　「それを知って、自分も
同じがんで死んでしまうか
も知れないという恐怖よ
り、がんも、最後までその
人らしさを奪うことはない
のかも知れない、死んじゃ
うかも知れないけど、最後
までその人らしさを失わな
いでいられるんだったら、
と考えて、少し救われる思
いでした。いとこらしく冗
談に話して、あなたはもう
十分に私にしてくれた、私
が死んだら次の人生を歩ん
でというメッセージを夫に
送ったのかな、とも思うん
です」
　－痛みと闘わなくてす
んで、それで大事にされて
召された。私もそう望むか
も知れません。がんだけじ
ゃないでしょうけれど、病
気とのかかわり方にベスト
というのはないかも知れま
せん。それに近いものはあ
るはずだと思うんです。
　でも健康な人とがん体験
者の気持ちにはギャップが
あるんでしょうか。
　「心の垣根ですね」
　－友達でがんを体験し
た人もいます。中には私が
がんになって初めて、Ｅメ
ールで『今まで言っていな
かったけど、実は私も。今
年でホルモン治療終わりま
す』と言う人もいます。え
っ！　そうだったんです
か、って驚きましたけど。
　「私もがんを公にしてい
るから、実は、と言って、
私にだけ打ち明けてくれ
る。知り合いの中にもがん

ちろんあるけど、生かす力
もある、ということなんで
す。最後まで。しかもその
力は大きくなる。
　「本当にそうですね。先
ほどお話ししたいとこのケ
ースも、そういう生のまっ
とうの仕方をしたことを知
って、直接ではないですけ
れど、彼女から生きる力を
もらったなって思います」
　－私もすごい間接的で
すが、もらいました。
　「メッセージの発信力っ
てすごいなって思います」
　－命を守ろうというこ
と、私たちはもっとみんな
を手を携えなければいけな
い。死を社会が許してい
る。それも苦しみの中での
死です。自分たちの持って
いるものをすべて使って、
それで助けられないのだっ
たら仕方ないのかも知れな
い。でも今はすべてのもの
を使っているかというと、
そうじゃない。日本はまだ
まだやることがいっぱいあ
るし、できることがいっぱ
いある。そう思います。

体験者がいますが、知って
いるのは本人と私だけ、と
いうこともあります。そう
いう人同士が会って話をす
ることもあるのに、お互い
同士は知らない。話す機会
があれば、ずいぶん違うの
にと思うこともあります」
　－私もよく集会に行っ
て、駆け寄ってきた人が、
実は私もそうだったのよ、
大丈夫よ、頑張れ、と言っ
てくれる。何かきっかけが
ないとまだ言えないんだ
な、と感じますね。
　「一人ひとりの話をうか
がうとそれぞれに言いにく
い事情がありました。例え
ば職場にわかると今の仕事
を変えられるとか、地域で
特別な目でみられたくない
とか、高齢の親に心配かけ
たくないとか。とくに乳が
んの場合は、仕事の真っ最
中だったり、子育ての真っ
盛りだったりすることが多
く、自分の一人の体ではな
い。それは理解できるけれ
ど、でも本当はがんだと言
ってもいい社会になれば良
いんですよね」
　－そういういろいろな
垣根を壊していくこともと
ても大切だと思う。それま
で言わずにいた人が会社に
言ったら、すぐに退職とか
ならず会社がすごく応援し
てくれたこともありまし
た。言っても悪い結果にな
らない、言った方がいいぞ
っていう雰囲気をつくらな
ければいけない。がんは長
いから、手術がすんではい
終わり、じゃなく、そこか
らが始まりですから。
　「がんが長いというイメ
ージも自分がなるまであま
りなかったですね。アグネ
スさんもがんのことで取材
を受ける際、告知のことを

良く聞かれませんか」
　－ええ、聞かれます。
　「私もすごくその質問が
多くて、がんとの長い長い
付き合いの昔のことで、通
過点に過ぎないのにね」
　－告知するようになっ
たのって、まだ最近だから
じゃないですか。以前は患
者に言わず例えば奥さんに
話す。奥さんは、本人には
言わないで、って。そして
励まして、最後はみんなで
涙して送る……。
　「本人は、治る、頑張れ
って言われているのに、悪
くなっていくじゃないか、
と思って、周りが信じられ
なくなって。信頼関係が失
われていきますよね。大切
なことも、お互いに話せな
いまま」
　－この前、立花隆さん
のがんの特集番組がＮＨＫ
で放送されていました。が
んになったら終わりではな
く最後まで生きる力があ
る、という締めくくりだっ
たんです。それを見て私が
思ったのは、生きる力もも

　アグネス・チャン　香港生まれ。72年、「ひなげしの花」
で日本デビュー。上智大を経てカナダ・トロント大卒。
89年、米スタンフォード大教育学部博士課程に留学。教
育学博士号（Ph.D.）取得。日本ユニセフ協会大使として
のボランティア活動や文化活動など幅広く活躍している。
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子宮頸がん予防に期待
　子宮頸がんの原因となる
ヒトパピローマウイルス
（HPV）の感染を防ぐこと
が期待されるワクチンが
12月22日、グラクソ・ス
ミスクラインから販売され
た。対象は10歳以上の女
性で、ふつう初回接種の１
カ月後と６カ月後に２、３
回目を接種する。医療機関
への納入希望価格は１回分
１万２千円（税込み）。こ
れに接種料や相談料などが
加わる。受ける人が払う料
金は医療機関によって異な
る。医療保険は適用されな
い。一部の自治体は助成す
る方針を示しているが、国
費による助成はない。
　このワクチンの商品名
は「サーバリックス」。世

策情報センターのホームペ
ージによると、子宮頸がん
を発病する人は年に9252
人（2004年）と推計され
ている。近年は20代、30
代の若い世代に増えてい
る。とくに30代は1898人
（同）と、10年あまり前の
倍近くなっている。
　HPVは誰もが感染する
可能性のあるウイルスで、
性体験のある女性の８割が
感染した経験を持つと言わ
れる。ほとんどは一過性の
感染で本人も気づかないう
ちにウイルスが排除されて
しまう。ごく一部に持続感
染が起き、そのまた一部が
がん化する。検診ではがん
になる前の「前がん病変」
も見つけることができる。

界101カ国で承認されてい
る。日本では10月に承認
された。
　HPVには100種類以上の
型があり、13種類が子宮頸
がんの発症にかかわる「ハ
イリスク型」とされている。
　このうちサーバリックス
は16型と18型の２つの種
類を標的にして開発され
た。日本人の子宮頸がんの
原因の約６割を占めるとみ
られている型だ。その後の
研究でほかの「ハイリスク
型」の感染も一部防ぐこと
が報告されている。
　ただ、仮にサーバリック
スが16型と18型のすべて
に加えて、「ハイリスク型」
の一部の感染を予防できた
としても、子宮頸がんを

100％予防できるとは限ら
ない。ほかの「ハイリスク
型」に感染する場合も考え
られる。
　またサーバリックスには
子宮頸がんを治したり、す
でに感染したウイルスをや
っつけたりする効果は確認
されていない。
　このため、サーバリック
スを接種していても、子宮
頸がん検診を受けることが
欠かせない。厚生労働省も
検診の受診を呼びかけるよ
う関係機関に勧めている。
　接種に際しては、医療機
関側から接種希望者やその
家族に詳しい説明と、本当
に理解したかどうかの確認
が欠かせない。
　国立がんセンターがん対

学生コテミュニィ「結（yui）」のメンバーが活動を報告
　日本対がん協会の支援で
子宮頸がんの啓発活動を展
開している首都圏の学生た
ちの集まり「結（yui）」の
代表、鈴村沙織さん（慶応
義塾大学２年）と臼井あか
ねさん（東洋大学４年）が
このほど、対がん協会を訪
れ、塩見知司事務局長に活
動を報告した。
　「女子大生発！	リボンム
ーブメント：結（yui）」は、
学生たちが自ら、子宮頸が
んについて学び、考え、そ
して同世代に伝えようと
2009年６月から活動をス
タート。対がん協会は子宮
頸がん啓発キャンペーンの
一環として支援してきた。
　学生たちは、子宮頸がん
の体験者や、医師、研究者
らにインタビューを重ね、

代に増えています。原因と
なるヒトパピローマウイル
ス（HPV）の感染を防ぐ
と期待されるワクチンも承
認され、正しい情報に基づ
いて行動することが欠かせ
ません。みなさんの活動に
期待しています」などと話
していた。

同世代に送るメッ
セージを込めた啓
発冊子を作った。
自らも子宮頸がん
検診を受け、その
検診の様子もつづ
った。
　11月14日には
明治大学の大教室
に学生ら約600人
を集め、タレント
の山田邦子さんの
サポートを得なが

るとともに、今後も同世代
に子宮頸がんのこと、検診
のことを伝えていくことを
報告した。
　塩見事務局長は「みなさ
んのような若い人たちがが
んについて考え、伝えてい
くことは非常に重要な活動
です。子宮頸がんは若い世

塩見知司事務局長（左）に活動を報告する「結（yui）」の鈴村さん（右から２
人目）と臼井さん（同３人目）

GSK

ら、子宮頸がん啓発イベン
トを繰り広げた。
　ウェブでもこうした活動
を紹介しつつ、子宮頸がん
検診の受診を呼びかけてい
る。
　塩見事務局長と会った鈴
村さんと臼井さんは、これ
までの活動について説明す
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　国立がんセンターがん対
策情報センターがホームペ
ージで公表している全国が
ん患者数・率推定値の最新
のデータによると、2004
年時点の乳がんの罹患者
数が５万549人と前年より
５千人近く増え、５万人を
突破した。４万人を超えた
のが2001年。それからわ
ずか３年で５万人を超えた
ことで、改めて乳がん急増
ぶりがうかがえる。
　公表しているのは、地域
がん登録全国推計による
がん罹患データ（1975〜
2004年）。このほど更新さ
れ、2004年の推計が加え
られた。
　それによると、２万人を
超えたのが1985年で、そ
れから８年たった93年に
３万人を超えた。４万人を
上回るのにも同じく８年か
かっていた。
　年代別にみると、20代

　さらに一般的には、産む
子どもの数が減っているこ
とや初産の高齢化といった
社会風土の変化に加え、脂
質の多い食事や運動不足な
ど、生活習慣の変化も強く
影響していると考えられて
いる。

は200人から300人の間を
推移している。30代前半
はやや増加の兆しはあるも
のの、80年代前半と同水
準で、30代後半も似た傾
向をみせている。
　ところが40代後半をみ
ると、90年代に入って増
加カーブを描き始め、50
代、60代で急増している。
とくに目立つのが50代後
半と60代前半で、ともに
90年代半ばから倍増して
いる。
　日本人の乳がんは40代
後半が最も高い罹患率を示
していると言われてきた。
90年代半ばにはその傾向
が顕著で、40代後半の罹
患者が５千から６千人台
と、50代前半や50代後半
（４千人台、３千人台）よ
りも多かった。
　ところが90年代後半か
らこの傾向が弱まり、50
代の罹患者が増え始め、

2000年に入ってからはピ
ークが50代前半が40代後
半を上回り、2004年には
50代後半も上回っている。
　乳がんの増加の理由は、
まだはっきりしていない
が、この急増の背景には、
「団塊世代」の高齢化があ
るととみられる。

乳がんの推計罹患者が５万人を超える

　市民に理解されやすいが
んのリーフレットを−厚
生労働省がん研究助成金
「がん検診の適切な方法と
その評価法の確立に関する
研究」班は、一般市民と一
緒になって大腸がん検診の
リーフレットを作った＝写

ットを）
　大腸がんは近年急増して
いるがんの代表例で、女性
では乳がんに次いで、男性
では胃がんに次いで年間の
発病者が多い。死亡者は
女性が１万9762人（2008
年）で女性のがんの中で最
も多く、男性は２万3592
人（同）で３番目。早期の
場合は９割以上が治るとさ
れ、受診での早期発見が勧
められている。
　リーフレットは、科学
的根拠に基づくがん検診
推進のページ（ht tp : / /
canscreen.ncc.go.jp）か
らダウンロードできる。

真。
　専門家が、がんや心臓病
など、病気に関するパンフ
レット類を作る場合、とも
すれば専門的な用語を使い
がちで、市民向けのはずな
のに、その市民が読んでも
理解できない、といったこ
とを招くケースも少なから
ずあった。
　そうした「反省」に立っ
て、今回のリーフレット作
りにあたっては、一般市民
８人を交えた作成委員会を
設けて内容を吟味	。受診
者の声を盛り込み、受診す
る人の立場から検診の疑問
などに答えようと試みた。

　「大腸がん検診を受けま
しょう」と題したリーフレ
ットはＡ４判４ページ。「検
診は健康な人が対象です」
と、検診の基本から紹介。
便潜血検査の解説や、便潜
血検査に始まる大腸がん検
診の流れを図解した。
　さらに「便潜血検査の自
己負担は？」「早期の大腸が
んに自覚症状は？」といっ
た疑問と答えをＱ＆Ａ形式
で掲載している。（前述の質
問への答えはそれぞれ「市
区町村などで異なるがおお
よそ１千円以下」「早期には
自覚症状はほとんどありま
せん」。詳しくはリーフレ

大腸がん検診のリーフレット 〜市民の声反映して作成〜

乳がんの罹患者数（推定値）の推移（人）
年 罹患者数 年 罹患者数
1975 11123 1990 24697
1976 11212 1991 26866
1977 11658 1992 28186
1978 12614 1993 30107
1979 13833 1994 30326
1980 14447 1995 31174
1981 15635 1996 30713
1982 16221 1997 32858
1983 17137 1998 33925
1984 18996 1999 35183
1985 20296 2000 37389
1986 22058 2001 40675
1987 22575 2002 41960
1988 24216 2003 45716
1989 24117 2004 50549

国立がんセンターがん対策情報センターのホームページより
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　宮城県対がん協会（久道
茂会長）は、がんの予防や
早期発見につながる技術の
研究開発を支援する「黒
川利雄がん研究基金」の
2010年度の助成希望者を
募集している。これまでの
助成は88人、5810万円に
なり、がん対策充実の一翼
を担ってきた。
　応募資格は、個人（50
歳未満）または団体。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。宮城県対がん協
会の理事、またはその医
師・研究者が所属する機関
や組織の所属長の推薦が要
る。
　助成金額は１件あたり
100万円を限度に、総額
220万円。
　１個人、１団体、または

共同研究グループで１件と
し、推薦も１人１件。
　希望者は、ホームペー
ジ（http://www.miyagi-
taigam.or.jp）から申請書
類をダウンロードし、〒
980−0011仙台市青葉区上
杉５の７の30　財団法人
宮城県対がん協会「黒川利
雄がん研究基金」事務局あ
てに郵送で申し込む。申請
書類は、はがき、またはフ
ァクス（022・263・1548）
で取り寄せることができる。
　締め切りは３月末。基金
の運営委員会が審査する。
結果は５月に発表され、６
月に助成金が交付される。
　問い合わせは、電話
（022・263・1525）か、フ
ァクスで基金の事務局へ。
　この基金は、宮城県対が
ん協会の初代会長、黒川
利雄博士の遺志を受けて
1989年に創設された。

助成の希望者募集
黒川利雄がん研究基金

　リレー・フォー・ライフ
2010の日程が固まってき
た。全国各地でボランティ
アとして運営を計画する実
行委員会の動きも春にかけ
て活発になりそうだ。
　開催日程が固まったのは、
沖縄県北谷町（３月13日
〜14日）、茨城県つくば市
（6月12日〜13日）、福島市
（9月４日〜５日）、千葉県
八千代市（9月18日〜19
日）、松山市（10月９日〜
10日）などで、すでに実行
委員会が会合を持ち始めて
いる。そのほか、昨年開催
した13カ所のいくつかも

しでも減らしたいという思
いが強い。
　オーバーナイトで行う、
サバイバーを大切にする、
寄付を募るなど国際基準に
沿う正しい形を守りなが
ら、負担感を少なく、寄付
金も増やしていくことがで
きるか議論を続け、2013
年に50箇所開催すること
を協会と実行委員会は計画
している。きちんとルール
を守って楽しいプログラム
を工夫するとともに、がん
に負けないためのメッセー
ジをどう広く発するかも大
きなテーマになる。

準備に入り、夏から秋にか
けて開催する見込みだ。
　リレー・フォー・ライ
フ2009の日程が終わった
昨年11月、ほぼ１年をか
けて開催をまとめた全国の
実行委員長や事務局長など
30人余りが東京で集まり、
意見を出しあう会議があっ
た。実際に、企画、運営、
チーム作り、寄付活動など
全般について現場報告がそ
れぞれあり、多くの問題が
提起された。
　とくに、異常気象による
大雨や突風、インフルエン
ザなど緊急時の対応、寄付

金の使われ方、実行委員の
誘い方、チームの作り方、
ルミナリエの強度などにつ
いて、さまざまな意見が交
わされた。問題点のいくつ
かは、協会と実行委員会の
代表でつくる実施事務局で
まとめ、改善案を示してい
く。
　リレー・フォー・ライフ
は、がんと向き合う社会
への支援を目的にしてい
る。全国で準備を進める
500人近い実行委員やプロ
グラムを理解して参加した
約25,000人（2009年合計）
にはがんで亡くなる人を少

リレー・フォー・ライフ ジャパン2010が始動

表参道のヘアサロンが寄付
　東京・表
参道のヘア
サロン約20サ
ロン（34店
舗）がこの１
年間、34店舗
の店頭で行っ
てきた募金計
約20万円を日
本対がん協会

（ピーク・ア・ブー）」がこの
コレクションに参加する
ほかのヘアサロンに呼び
かけ、34店舗に広がった。
昨年も寄付しており、お客
さんにも認知されてきたと
いう。
　最近では、抗がん剤治療
の副作用で髪が抜け、か
つらを使う人も少なくな
い。そうしたかつらのカッ
トを希望する人もいるとい
う。ただ、カットする場所
のこともあるので「事前に
問い合わせてほしい」と、
「PEEK-A-BOO」では呼
びかけている。

の「乳がんをなくす　ほほ
えみ基金」に寄付した。「お
客さんの中にも乳がんを体
験した方が少なくありませ
ん。少しでも役立てれば」
と今後も活動を続けていく
という。
　寄付を寄せたのは、「表
参道コレクション」という
ヘアショーを毎年開催して
いるサロンで、表参道商店
街振興組合美容部会に所属
している。地域の清掃活動
をするなど、社会貢献活動
にも取り組んでいる。
　４年前に独自に募金活動
を始めた「PEEK-A-BOO



2010年1月1日  対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 7 ）

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 2009 in 埼玉 収支報告 リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2009 in 新横浜 収支報告

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2009 in みやぎ 収支報告 リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2009 in 大分 収支報告
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　日本対がん協会（垣添忠生会長）は、
「がん教育基金」と、「子宮頸がん基金」
の二つの基金を12月に創設しました。「が
ん教育基金」は主に中学生を対象にがん
について学んでもらうのが目的で、「子宮
頸がん基金」は近年若い世代に増えてる
子宮頸がんの啓発などが狙いです。とも
に幅広く寄付を募り、それぞれの目的に
沿った活動を展開します。これで対がん
協会の基金は「乳がんをなくす　ほほえ
み基金」と「禁煙基金」をあわせて４基
金になりました。

　日本人の２人に１人が一
生涯のうちにがんになるリ
スクがある時代、子どもの
ころからがんに対する知識
を身につけ、家族とともに
考えてもらおう−「がん
教育基金」の創設は、欧米
に比べて不足している学校
教育の中でのがん教育を少
しでも補えれば、と考えた
のがきっかけです。
　たばこや食事・運動とい
った生活習慣の影響が６割
とも言われるがんについて
考え、予防を心がけるには
子どものころからの教育が
欠かせません。それなの
に、中学校の教科書にはが
んに関する記述が１〜２ペ
ージしかないうえ、がんに
ついて教えられる研修を重
ねた教師が足りません。

　厚生労働省のがんに関す
る普及啓発懇談会（座長・
中川恵一・東京大学病院
准教授〈放射線科〉）でも、
そんなことが論議されてい
ます。
　「がん教育基金」では、主
に中学生を対象にした活動
を計画しています。中川准
教授が中心となって教材を
作成。DVDなどの形で全
国の中学３年生（約120万
人）に配布して家族と一緒
にがんのことを学んでもら
おうと考えています。
　さらに全国の中学校に希
望を募り、中川准教授と、
厚労省の懇談会のメンバー
であるタレントの山田邦子
さんらを学校に派遣。「課外
授業」を行ってもらうこと
も企画しています。

「がん教育」と「子宮頸がん」   新たに２つの基金

■がん教育基金専用口座
　三菱東京ＵＦＪ銀行　京橋支店
　普通預金　（店番号　02�）
　口座名　　財団法人　日本対がん協会
　口座番号　00�72�7

○○○ 対がん協会が創設 ○○○

　肺がん、胃がん、大腸が
ん、乳がん……。いま、日
本人が死亡する原因の30
％が、がんです。つまり、
３人に１人ががんで亡くな
っているのです。
　なんとか、がんを克服で
きないか、それも発病を防
げればそれに越したことは
ない。多くの医師・研究者
が日夜努力を続けている中
で、その努力が実って、唯
一、理論的に「予防」が可
能になったがんがあります。
　それが子宮頸がんです。
　すなわち、検診を定期的
に受けることでがんになる
前の病変を見つけること
ができます。原因となる
ヒトパピローマウイルス
（HPV）の感染を防ぐこと
が期待できるワクチンが開
発され、我が国でも承認さ
れ、発売されました。
　ワクチンと検診。この二
つの手段で子宮頸がんが防
げるようになったのです。
世界対がん連合（UICC）
や世界保健機関（WHO）
なども、主に発展途上国の
子宮頸がん対策に力を入れ
ています。
　ところが、日本では子宮
頸がんで亡くなる方が年に
約2,500人（2008年厚生労
働省人口動態統計より）に
のぼります。近年では20

代、30代の若い世代では
増加しています。
　正しい知識と行動さえと
っていれば失うはずのない
命を失っているのです。
　その背景にあるのが、
低い検診の受診率です。
HPVの感染ルートが性行
為であるということも、あ
らぬ誤解・偏見を招くこと
になっています。
　もちろん完全に防ぎきる
ことは現実的には難しく、
「予防」を強調するあまり
に発病した方への新たな偏
見につながることは厳に戒
めなければなりません。
　「子宮頸がん基金」は子
宮頸がんの正しい情報の提
供、検診受診の呼びかけ、
患者・家族の支援等を従来
に増して積極的に進めるの
が目的です。
　外部の専門家、子宮頸が
ん体験者の指導・アドバイ
スを得ながら、検診デビュ
ー世代でもある学生たちへ
の情報の提供、思春期の子
どもをもつご家庭への啓
発、検診のあり方の調査・
研究、HPVワクチンに関
する正しい情報の提供、患
者支援にかかわる調査・研
究等を進めていきます。

◇
　基金の口座は次の通りで
す。

■子宮頸がん基金専用口座
　三菱東京ＵＦＪ銀行　京橋支店
　普通預金　（店番号　02�）
　口座名　　財団法人　日本対がん協会
　口座番号　00�72��

がんの「課外授業」計画 「がん教育基金」

新たな検診探る研究も 「子宮頸がん基金」


