
　日本対がん協会（垣添忠
生会長）は平成20年度の

「がん検診の実施状況」を
まとめた。各支部のがん検
診の受診者は延べ1127万
3246人で、前年度より28
万1622人（2.44％）減少し
た。前年度まで２年は連続
して増えたが、特定健診な
どが影響して減少したとみ
られる。見つかったがんは
１万3331人だった。（２,３
面に関連記事）
　検診が始まった1960年
からの累計は受診者が２億
8459万235人で、がん発見
数（疑いを含む）は32万

％）の二つだけだった。
　発見したがんは、胃が
ん3060人（発見率0.13％）、
子宮頸がん673人（同0.06
％）、乳がん2416人（同
0.22％）、肺がん1420人

（同0.04％）、大腸がん3559
人（同0.17％）など。
　がんの発見率が最も高い
のは前立腺がんの0.51％。
1504人のがんを見つけて
いる。ただ、がんの疑いも
2395人と、発見がん数を
大幅に上回った。
　「がん検診の実施状況」
は１部２千円（税、送料含
む）で頒布している。
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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〜��の�前10��の�前10�の�前10
時から�後�時。相談時�は20�までで��は不��時。相談時�は20�までで��は不�時。相談時�は20�までで��は不�
です。（祝日は休み）。このほか、事前の��制で、
専門医による電話や面接の無料相談も実施中です。
��やお問い合わせは月〜金の�前10時から�後５
時までに、03−3562−8015（��専用電話）へ。

がんホットライン  月〜��� �����〜������� �����〜����  �����〜�������
�3−35�2−783�

主
な
内
容

４〜５面　21年度がん征圧月�
　　　　　各支部の活動
６〜７面　スポーツ界や音楽界寄付
　　　　　相次ぐ
７面　子宮頸がん検診パンフレット

１部70円（税抜き）

人。特定健診の導入に加え
て、結核�防法が感染症法
に改正・統合されたことの
影響も尾を引いていると推
測される。
　�精検率が最も高いのは
胃がんの9.2％で、乳がん
の6.8％などと続いている。
　ただ精密検査の受診率は
概して低く、90％を上回
るものはなかった。最も高
い乳がんでも88.2％で、前
年度の88.7％よりもわずか
に下がった。前年度より
も増えたのは子宮頸がん

（82.3％から83.3％）、甲
状腺がん（83.8％から84.1

6232人になった。
　全体的に受診者が減った
中で、乳がん、大腸がん、
前立腺がんの三つの検診
は増えた。伸び率の高かっ
たのが乳がんで、対前年度
比4.8％増の110万2092人。
ピンクリボン運動の広がり
もあって検診に足を運ぶ人
が増えたとみられる。
　大腸がん検診は同2.91％
増の225万6979人、前立腺
がん検診は同0.63％増の31
万2264人だった。
　減少幅が最も大きかった
のは肺がん検診で、対前年
度比9.07％減の336万6081

部位 平成 20 年度実施 平成 19 年度実施 伸び数
（人）

伸び率（％）
支部数 受診者数 支部数 受診者数 20 年度 19 年度

胃 が ん 41 2,473,654 41 2,509,780 ▼ 36,126 ▼ 1.44 2.14
子宮頸がん 40 1,269,064 39 1,273,741 ▼ 4,677 ▼ 0.36 4.14
子宮体がん 19 29,704 19 31,171 ▼ 1,467 ▼ 4.70 16.88

乳 が ん 41 1,102,092 41 1,051,664 50,428 4.80 6.33
肺 が ん 41 3,366,081 41 3,701,971 ▼ 335,890 ▼ 9.07 ▼ 0.07
大腸がん 41 2,256,979 41 2,193,219 63,760 2.91 3.38

甲状腺がん 9 187,605 9 205,311 ▼ 17,706 ▼ 8.62 3.19
肝胆膵腎がん 22 275,803 22 277,704 ▼ 1,901 ▼ 0.68 8.48
前立腺がん 36 312,264 36 310,307 1,957 0.63 3.05

計 11,273,246 11,554,868 ▼ 281,622 ▼ 2.44 2.45

受診者は1127万人
前年度より28万人減 特定健診の影響か

が ん 検 診 実 施 状 況
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部位
一次検診の方法 受診者数

�
検査率

％

精　検
受診率％

（前年度比）

発　見
がん数

が　ん
発見率

％

がん
疑い
の数

胃 Ｘ線�接撮影７〜８枚 2,473,654 9.2 78.2（78.7） 3,060 0.13 301

子 宮 頸 子宮頸部擦過細胞診 1,269,064 0.9 83.3（82.3） 673 0.06

子 宮 体 高危険群子宮内膜細胞診 29,704 1.5 51.0（80.3） 46 0.16

乳 問・視触診、Ｘ線、超音波 1,102,092 6.8 88.2（88.7） 2,416 0.22

肺 総合判定、Ｘ線、喀痰、
ＣＲ（＋喀痰）、ＣＴ（＋喀痰） 3,366,081 2.3 80.0（80.6） 1,420 0.04 1,325

大　　腸 便潜血検査 2,256,979 6.1 68.4（69.6） 3,559 0.17 255

甲 状 腺 専門医による視触診 187,605 1.0 84.1（83.8） 53 0.03 5

肝胆膵腎 血液肝機能検査・エコー 275,803 6.0 59.9（71.8） 146 0.06

前 立 腺 腫瘍マーカー・触診 312,264 6.2 64.2（65.0） 1,504 0.51 2,395

総計 11,273,246 13,331 4,281

　平成20年度に、全国の各支部が実施したがん検診について、その一次検診の方法、�精検率、精検
受診率、がん発見率についての集計を総括すると、下表のとおりである。
　部位によりそれぞれ特徴が見られるが、がん発見率を中心にした効率面と、事後管理を中心とした精度
管理面のチェックが重�である。ハイリスク受診者に対する集中的な検診と節目検診による皆検診など、計
画的な検診により、さらに成績は向上するものと恩われる。

各種がん検診の概況

各種がん検診の成績 平成2�年度

子宮体がん高危険群……50歳以上、閉経以後、�ヵ月以内不正出血、未妊月経不規則
（平成18年から「がん�防重点健康教育及びがん検診実施の
ための指針」が一部改正され、「問診の結果、最近�ヵ月以
内に不正性器出血、月経異常、褐色帯下のいずれかの症状が
あれば、医療機関の受診を勧奨する」となっている）

肺 が ん 高 危 険 群……50歳以上、喫煙係数600以上、�ヵ月以内に血痰
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　部位別がん検診の受診者数

支部名 胃 子宮頸部 子宮体部 乳房 肺 大腸 甲状腺 肝胆膵腎 前立腺 受診者
合計

北海道 138,887 73,109 4,747 71,139 102,575 126,942 71,062 2,690 11,198 602,349
青森 77,782 34,316 131 24,690 81,615 85,831 - 8,581 18,131 331,077
岩手 121,835 43,764 338 30,453 30,709 109,008 29,014 17,035 1,416 383,572
宮城 194,641 105,340 2,710 45,963 18,204 78,998 - 2,072 4,052 451,980
秋田 41,067 14,546 184 10,121 54,780 55,924 - - 20,692 197,314
山形 105,165 48,719 - 35,080 72,141 111,345 35,080 29,591 16,831 453,952
福島 112,328 70,928 536 16,969 262,765 113,375 - 3,904 22,807 603,612
茨城 93,944 74,016 1,916 49,401 213,322 128,143 - 16,715 39,186 616,643
栃木 60,812 28,510 1,730 31,898 61,502 65,952 - 458 18,307 269,169
群馬 51,594 33,234 - 23,147 126,597 35,467 23,096 - 19,012 312,147
埼玉 57,911 10,514 - 37,041 36,368 30,303 - 1,831 1,428 175,396
千葉 157,419 116,521 2,999 141,795 255,273 102,663 - - 4,435 781,105

神奈川 （知　　識　　普　　及　　活　　動）
新潟 163,146 62,394 3,536 57,129 241,996 178,707 - - 22,210 729,118
山梨 16,561 252 - 6,945 44,714 11,555 - 19,124 1,755 100,906
長野 73,378 22,925 - 42,873 113,141 94,018 - 9,382 11,228 366,945
富山 47,862 44,683 8,385 41,606 61,587 34,090 - - 1,766 239,979
石川 29,385 14,931 - 19,617 19,713 21,667 16,047 - 926 122,286
福井 34,176 19,032 280 16,726 47,681 41,430 - - 254 159,579
岐阜 （知　　識　　普　　及　　活　　動）
静岡 （知　　識　　普　　及　　活　　動）
愛知 25,906 13,285 - 9,800 25,834 11,606 - - 1,519 87,950
三重 20,100 17,386 - 28,349 46,329 22,304 - - 1,776 136,244
滋賀 11,194 5,417 - 5,437 785 8,282 - - - 31,115
京都 60,642 16,801 - 41,972 49,506 83,824 - 15,953 11,239 279,937
大阪 （知　　識　　普　　及　　活　　動）
兵庫 91,293 19,404 - 13,390 238,998 81,618 - - - 444,703
奈良 （知　　識　　普　　及　　活　　動）

和歌山 21,729 - - 10,434 62,138 19,265 - - - 113,566
鳥取 29,086 29,767 648 7,347 35,531 33,701 3,343 - 3,360 142,783
島根 40,299 11,447 - 4,177 44,853 39,394 - - - 140,170
岡山 35,063 33,119 111 16,250 126,719 36,269 - 7,641 7,029 262,201
広島 27,291 14,312 - 18,788 23,375 27,983 - 3,039 6,278 121,066
山口 39,048 5,188 - 7,680 50,515 51,010 - 8,788 5,125 167,354
徳島 27,321 7,449 - 8,040 36,243 21,523 6,725 4,190 3,152 114,643
香川 26,987 11,823 - 9,543 85,058 19,317 - - - 152,728
愛媛 50,495 23,018 74 22,148 66,899 60,209 1,610 13,020 11,132 248,605
高知 58,105 20,092 - 24,341 112,164 57,312 - - 4,781 276,795
福岡 27,657 33,715 - 30,851 12,909 14,175 - - 2,606 121,913
佐賀 30,425 24,342 686 14,565 32,390 18,320 - - 3,408 124,136
長崎 30,052 17,631 2 18,121 47,123 33,730 - 6,109 8,807 161,575
熊本 53,143 32,233 438 27,965 67,617 49,248 - 46,386 5,678 282,708
大� 24,578 25,642 - 21,445 37,991 27,153 - 338 2,666 139,813
宮崎 28,187 16,469 - 2,541 35,247 18,737 - 901 6,229 108,311

鹿児島 101,055 59,159 - 42,905 155,752 52,406 1,628 58,055 8,311 479,271
沖縄 36,105 13,631 253 13,410 127,422 44,175 - - 3,534 238,530
合計 2,473,654 1,269,064 29,704 1,102,092 3,366,081 2,256,979 187,605 275,803 312,264 11,273,246

19 年度 2,509,780 1,273,741 31,171 1,051,664 3,701,971 2,193,219 205,311 277,704 310,307 11,554,868



（ � ） （第三種郵便物認可） 対 が ん 協 会 報 �010年�月1日

北海道
第42回がん�防道民大会〜創立80周年記念大会〜を河東郡音更町で開催した。市以外での開催は初。記
念講演にはアグネス・チャン氏を迎えた。また、釧路市など道内各地で行われた健康まつりでパネル展
やがん検診、健康相談を行った。

青　森
「ヘルシーあおもりフェア2009」「よもぎた村民際」に参加、パネル展示などを行った。また、「がん征圧
フォーラム2009」を開催、映画 「余命」 を上映した。新聞への広告掲載、施設や県庁に横断幕や垂れ幕を
掲示して征圧月�をPRした。

岩　手 岩手県とタイアップでテレビCMを作成し放送した。また、各種がんについての普及啓発用のDVDを作成
し、各市町村に配布したり、テレビ番組内での放送などに利用した。

宮　城 宮城県・仙台市・名取市・岩沼市・がん研究振興財団と共に、がんに関する正しい知識とがん検診を広
く啓発するための�防展を東北最大級のショッピングセンターで開催し、多くの県民が来場した。

秋　田 秋田市で行われた「健康チェック＆フェスタ」で前立腺がん検診、骨粗鬆症検診、各種測定などを無料
で実施したほか、乳がん検診車を展示し、撮影装置等の説明を行った。

山　形
県内５カ所で街頭キャンペーンを行い、山形まめの会・婦人団体と共に資料をエコバッグに入れ配布し、
�防知識等の普及啓発を図った。一部の会場では他のイベントと合同で実施し、より幅広い層へがん征
圧を呼びかけた。市民シンポジウムも開催。

福　島
福島市の健康まつりのブースや講演会の待ち時�に、がん検診に関するDVDやACのCMを放映し、来場
者の興味関心の高揚に努めた。キャンペーンでは街頭にパネルを並べ、PRを図った。各行事において、
がん�防普及事業のための募金運動を展開した。

茨　城 地元紙、全国紙への広告掲載や地元ラジオでのCM、JR水戸駅前の電光掲示板、検診車にマグネットを貼
付するなどして，県民へがん征圧のメッセージを発信した。

栃　木
講演会を開催したほか、がんに対する知識と正しいがん対策を広くPRするために、栃木県地域婦人連絡
協議会の役員の協力を得て、宇都宮市内のショッピングモールで「がん征圧運動キャンペーン」を実施、
グッズ配布や募金への協力をお願いした。

群　馬
上毛新聞主催のイベント会場でがん患者連絡協議会による街頭キャンペーンを実施。がん患者団体連絡
協議会関係団体（12団体）と財団職員が参加（延べ44名）し、県民に対しがんに対する知識と正しいが
ん対策を広くPRした。

埼　玉 JR浦和、川越駅頭で、結核�防週�啓発キャンペーンに合わせて、婦人科がん検診のパンフレットを配
布。さいたま市と川越市で開催されたリレー・フォー・ライフに協力し、普及啓発活動を行った。

千　葉
柏市でがん�防展・がん講演会を開催。ショッピングセンターで開かれたがん�防展には3000人が訪れ
た。講演会は、国立がんセンターの森山紀之氏、同センター東病院長の江角浩安氏らが大腸がんをテー
マに講演した。

神奈川
横浜市や川崎市で講演会を開催、また、2006年より、がん征圧月�にはラジオでがん情報を放送してき
たが、今年度は女性のがん(乳がん・子宮がん)と併せ、患者さんと医師との関わり方をテーマに放送。が
ん相談をしている看護師も出演。

新　潟
新潟市で開かれた県大会は、地域がん登録全国協議会総会研究会と共催で開催された。がん登録は、一
般にはなじみが薄いが、「地域がん登録の重�性」を訴える公開講座を傍聴した参加者には好評で、義務
化を�望する声も。

山　梨 甲府市でがん�防展を開催し、パネル展示やがん相談を実施。また、街頭キャンペーンで乳がん検診を
実施した。２月には受診率向上に向けてのシンポジウムを開催する�定。

長　野 長野市、松本市でがん�防パネル展、街頭活動などを行ったほか、受診率向上のため、国立がんセンタ
ーの祖父江友孝氏を招き、市町村の検診担当者を対象に講演会を開いた。

富　山 市町村の健康祭でがん�防健康展を開き、協会施設内でパネル展示を行った。また、乳がんの無料検診
を実施した。このほか、地元紙などに景品付クイズ形式の普及啓発広告を掲載した。

石　川
野々市町のフォーラムで、小坂健夫金沢医大教授が「胃がん―診断から治療までの最新トピックス―」、
当支部理事長が「健康な胃・不健康な胃」と題し講演を行う。希望者にペプシノゲン無料検査を実施。
また、石川よろこびの会会員と共に街頭PR。

福　井
福井市で開催された「ふくい健康長寿祭2009」など各地でイベントを開催。受診率50パーセント達成を
目指し、講演やパネル展示などを行う。県内各自治体・関係団体からパネルや啓発資材の貸し出し依頼
や講演依頼が征圧月�を中心に増加した。

岐　阜 岐阜新聞、朝日新聞、読売新聞に広告を掲載、検診による早期発見、早期治療の大切さの普及啓発を行
った。

静　岡 静岡市で行われた県大会のほか、大腸がんについての講演会を裾野市と伊豆市で開催。地元紙への広告
掲載のほか、街頭キャンペーンも実施してPR。

愛　知 あいち健康プラザで開催された県民健康祭で、映画「余命１ケ月の花嫁」の無料上映会を開催した。ま
た、乳がん無料検診と乳がんの自己検診法の説明会を行った。

三　重 �日�にわたって、三重県がん相談支援センターで、電話と面接による「がん相談week」を実施し25件
の相談を受けた。地元テレビ、FM局でもとりあげられた。

21年度がん征圧月間の主な活動
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滋　賀 がんフォーラム2009を大津市で開催、講演会や医療器具などの展示を行った。

京　都 京都市で行われた講演会では、年々増加している乳がんの�防と早期発見をテーマに開催。また、征圧
月�ポスターなどを病院、市町村に配布してがん征圧月�をPRした。

大　阪
がんセミナー、公開講座、シンポジウム開催などのほか、府下のスーパー、食料品店、ホテル、理・美
容院など、公衆衛生協力会員の店頭で、がん�防啓発のリーフレットを配布する店頭キャンペーンを行
った。

兵　庫 県内３ヶ所にて征圧月�周知の横断幕・懸垂幕を掲示した。

奈　良 奈良県健康づくりセンターで開かれたがん征圧大会は、例年の講演会等の行事中心から実際にがん検診
を受診してもらう大会へと移行した。

和歌山 朝日新聞など全国紙への広告掲載、JR和歌山、南海和歌山市駅前の電光掲示板で征圧月�のPR。

鳥　取 倉吉市で開かれた県大会で肺がんについての講演会を開催。鳥取、倉吉、米子市で街頭活動を行った。

島　根 山陰中央新報、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞広告を掲載した。９月１日〜９月30日に検診車に横断幕
をつけた

岡　山 �700人の参加を得てがん征圧県大会を岡山市で開催。「受けて安心　がん検診−子宮がん−」と題して４
名の講師を招いてシンポジウムを開催した。併せて乳がん触診モデル・禁煙啓発ポスターを展示した。

広　島 子宮頸がんをテーマに高校生向けのがん�防講演会を広島市で開催。また、広島県健康福祉祭の関連行
事としてパネル展も開催した。

山　口 山陽小野田市で開催された「やまぐち健康フェスタ09」で骨粗鬆症検診を実施した。また、県内全域で
征圧月�PRの電光掲示を展開した。

徳　島 「健康を考える県民のつどい」を開催、また、今年度から胃がん検診車にシールポスターを作成し貼り付
け、PRした。

香　川
講演会や研修会を開催、また、「香川県がん検診受診率向上プロジェクト」として、高松駅前、商店街で
街頭キャンペーンを行った。全国紙、地元紙にも広告を掲載、検診車にも征圧月�ポスターを掲示して
PR。

愛　媛 松山市で「知って防ごう　子宮頸がん」と題して講演会を開催した。また、全国紙・地元紙への広告掲
載、デパートに垂れ幕を掲示するなどしてPRした。

高　知
今年度も、折込チラシを配布し、ハガキでの申込みにより公開抽選を実施して受診者を決定し、無料検
診（胸部、胃がん、乳がん、子宮がん）を実施した。がん関連の資料等も配布。新聞では、当会医師と
の対談記事を掲載した。

福　岡
日本対がん協会福岡県支部の創立50周年と新事業団設立とを記念して、福岡市で行われた「がん征圧の
つどい」において、アグネス・チャン氏の記念特別講演と記念式典を行った。一般、地元の医師など300
人を超える参加者があった。

佐　賀
乳がん・子宮がん検診の啓発のためのモデル展示、ピンクリボンでのマンモ模擬体験などを佐賀市で実
施した。今年度は乳がん及び子宮がん検診の無料クーポン券の影響もあり、イベントや掲載記事等の協
力の依頼が例年より多かった。

長　崎 西日本新聞にがん検診勧奨の広告を掲載して、征圧月�をPR。

熊　本 街頭キャンペーンを熊本市、山鹿市で展開。熊本市では、動植物園の特別ステージを使用して、例年実
施しているパネル展示のほかに、今回新たにがんに関するクイズ大会を行った。

大　� 大�合同新聞、朝日新聞、読売新聞にがん征圧月�広告を掲載。県内のがん精密検診協力医療機関にが
ん征圧月�ポスター、がん�防ポスターを配布。

宮　崎 宮崎日日新聞、西日本新聞、全国紙への広告掲載、デパートやバスを使っての広告などで協会の存在感
を市民、県民に大きくPRした。

鹿児島
鹿児島市で開かれた県民大会では、アグネス・チャン氏が講演、また、同会場で肺年齢測定を実施し、
がん発生と関連が深い喫煙問題について啓発を行った。がん患者・家族・支援者の交流の場を提供する

「つなげよう！命のリレー」も３回目を迎えた。

沖　縄 地元紙に広告、街頭キャンペーンで肺がん検診の受診勧奨チラシを配布した。検診車にも横断幕を取り
つけてPRした。
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　プロサッカークラブの東
京ヴェルディは、オフィシ
ャルスポンサーである整形
医療�野の機器・材料開発
会社「日本シグマックス
株式会社」（東京都新宿区）
の協力の下、90万余円を

「乳がんをなくす　ほほえ
み基金」に寄付した。
　昨年10月に東京・国立
競技場で行われた公式戦で

「pinkribbon オークショ
ン」を開催。選手のプレー
写真をあしらったオリジナ

理解を示し私物であるピン
ク色のサイン入りＴシャツ
を提供した。
　寄付したのは、その売り
上げ90万9489円。参加者
にはピンクと緑のロゴ入
りボンフィンテープ=写真
＝と乳がん啓発冊子を配布
し、乳がんの啓発を図った。
　シグマックス、東京ヴェ
ルディともに「今後も社会
貢献に力を入れていきた
い」と話している。

§ プロスポーツ界や音楽界から寄付 §
　がん征圧活動を支援しようと、プロスポーツ界や音楽界から日本対がん協会への寄付が寄せられた。

　ゴルフ専門テレビの「ゴ
ルフネットワーク」（東京都
千代田区）が、乳がんの早
期発見・早期治療の大切さ
を訴えるチャリティトーク
ショーやチャリティゴルフ
大会を開催し、売り上げの
中から127万248円を寄付
した。同社はピンクリボン
運動の一環として05年か
ら続けている。
　トークショーは「ゴルフ
ネットワーク　チャリティ

トーク　2009」と題して
12月16日、渋谷区内で開
かれた。
　ピンクリボン運動に関心
をもつ選手は女子プロゴル
フ界に多く、最初から賛同
して参加している上原彩子
プロのほか、東尾理子プ
ロ、また男子プロゴルフ界
から矢野東プロが参加。ツ
アーの話などを交えなが
ら、自�自身や大切な人を
守るため、がん検診を定期

ゴルフ用品などを提供。フ
ァンらが熱心に値段をつ
け、盛り上がった。

ラブで開催された。ピンク
のウエアを着た129人のレ
ディスゴルファーが真剣に
プレーしていた。
　イベントの入場料とオー
クションの売り上げ、チャ
リティ、協賛社からの寄付
などを対がん協会に寄付し
た。

　ピンクリボン運動に賛同
する上原彩子プロはバーデ
ィ数や優勝回数に応じた社
会貢献活動を行っている。
今季は33万7000円を日本
対がん協会に寄付した。
　周囲にこの運動を教えて

　自身のホームページで
「大好きなゴルフをするこ
とが、何か（誰か）の役に
立つと思うとますますやる
気が出てきます。乳がんで
苦しむ方が１人でも減るこ
とを心より祈っています」
と語っている。

　ヴァイオリニストの塚本
香央里さんからは５万円の
寄付が寄せられた。塚本さ
んの母が肺がんで1998年

に死亡。それがきっかけに
なって、がん征圧活動に取
り組み始め、翌99年から
対がん協会に寄付を始め
た。2001年からはヴァイ
オリンコンサート・音の旅
人を開催し、がん征圧のた
め売上の一部から寄付続け
てきた。総額は�60万円
になっている。
　07年には東京で開いた
リレー・フォー・ライフ会
場でボランティアでヴァイ
オリン演奏を行っている。

　選手のプレー写真あしらうＴシャツなどを 
　オークションに　東京ヴェルディなど

　トークショーでがん検診受診を訴え 
　ゴルフネットワーク

　優勝回数、バーディ数に応じて寄付 
　上原彩子プロ

　がん征圧願い11年連続の寄付 
　ヴァイオリニスト塚本香央里さん

もらってから、「何か役立
てること」を考え、バーデ
ィ１個につき1000円寄付
していくことを決めた、と
いう。優勝は１回につき
10万円。今季の獲得バー
ディ数（237）と優勝回数

（１回）から寄付額は計33
万7000円になる。

ルＴシャツやサイン入りオ
リジナルミニボール計66
品を出品した。ゴールキー
パーの高木義成選手はユニ
ホームがピンク色である縁
もありピンクリボン活動に

　トークショーに先立って
８日には「ゴルフネットワ
ーク　ピンクリボン　レデ
ィスダブルスチャリティゴ
ルフ　2009」が茨城県の
イーグルポイントゴルフク

的に受けることの大切さ
を女性、男性それぞれの
視点から語り合った。
　チャリティオークショ
ンにはアイアンセットを
はじめ各プロが愛用した



�010年�月1日  対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ � ）

女子競艇もピンクリボン運動を応援

　子宮頸がん検診の呼びか
けは女子大生に任せて−
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、女子大生によ
る委員会を設けて子宮頸が
ん検診のリーフレットを作
った＝写真。市民の声をい
かしたわかりやすいがん検
診の一般向けリーフレット
は大腸がんに続いて２つ目。
　若い女性に増えている子
宮頸がん。検診を受ければ
早期に発見できるだけでな
く、がんになる前の段階で
細胞の変化がチェックでき
る。しかしながら、若い世
代の検診受診率は低いのが
実情だ。
　そんな世代に検診に足を
運んでもらうには、若い世
代が呼びかけるのが一番、
と研究班では女子大生５人
による作成委員会を設置。
親しみがあって、しかも手
にしやすいリーフレットを

考えてもらった。
　「20歳からはじめる　子
宮頸がん検診」と題したリ
ーフレットはまず、子宮頸
がんについて、▽性交渉で
のウイルス感染が原因で、
誰でもなる可能性のあるが
んです▽初期には症状がな
いため、自�ではがんであ
ることに気づきません▽

「まだ若いから」といって、
安心できません▽検診で細

った人のために「市区町村
のホームページや広報誌で
検診情報を探す」というア
ドバイスも掲載している。
　検診時の問診での注意点

（最終月経日や周期、月経
の持続日数）から、細胞採
取、内診へという流れをイ
ラストで紹介。原因となる
ウイルス（HPV）のこと
や、治療法、昨年12月か
ら使えるようになった�防

ワクチンについてＱ＆Ａ形
式で解説している。
　Ａ３判１枚でこうしたこ
とを盛り込んでいるが、工
夫が凝らされ、折りたたむ
と手にしやすいＡ�判の大
きさになる。
　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（http ://can 
screen.ncc.go.jp）からダ
ウンロードできる。

　ピンクリボン運動に共鳴
する女子競艇の「G1第23
回JAL女子王座決定戦」

（３月２〜７日）キャンペ

ーン隊リーダーが２月２
日、日本対がん協会を訪問
し、ピンクリボン運動への
応援を宣言した。決定戦時

に女子選手らが募金活動な
どを行い、対がん協会の

「乳がんをなくす　ほほえ
み基金」に寄付する。
　訪れたのは、女子王座決
定戦キャンペーン隊リーダ
ー「Ｗ∞アンナ」の川村あ
んなさん（23歳）と中川杏
奈さん（22歳）ら。決定戦
の開催場所である下関競艇
場のオリジナルキャラクタ
ーのコスチュームなどに身
を包んで関係者らと一緒
に、対がん協会の塩見知司
事務局長らとがんについて
語り合った。
　塩見事務局長は、患者が

急増する乳がんへの対策は
もとより、若い世代には子
宮頸がんが増えていること
など、女性のがんについて
概略を説明。川村あんなさ
んらは熱心に聞いていた。
　３月の決定戦開催にあわ
せて、下関競艇では、競艇
場のある全国の市町村の保
育園や幼稚園に音響機器を
送るキャンペーンを行うほ
か、ピンクリボンブースを
設けて女子選手が監修した
Ｔシャツを販売したり、募
金箱を置いたりして来場者
に乳がんを啓発する。

胞を採るだけで
早期発見できま
す−とわかり
やすく説明して
いる。
　検診について
は、市区町村の
検 診 を 例 に 、

「市区町村から
の検診案内をみ
て受けられる婦
人科やセンター
を探す」という
手順に加え、検
診案内が来なか

女子大生の声いかして子宮頸がん検診リーフレット
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　日本対がん協会（垣添忠生会長）は１月16日から、
無料電話相談「がん相談ホットライン」を��日や平
日の夕方にも電話がかけられるように延長・拡充しま
した。これまでは月�〜金�の10時から16時までで
したが、月�〜��に拡大するとともに、時�も２時
�延長して10時から18時までにしました。
　平日の昼�だけだと電話できないという方も多く、
��日や夕方にも相談ができるようにしてほしい、と
いう�望が数多く寄せられていました。これにこたえ
ようと、対がん協会では、スタッフを増やして研修を
重ねしました。
　電話番号は03・3562・7830です。

地区ふれあい広場）の３カ
所で初めてのリレーに挑む。
　このほか、横浜市、広
島、徳島、高知、大�など
で準備が進められている。
　東京でも10月に開催する
方向で検討が進む。国のが
ん検診推進全国大会の開催
にあわせてリレーをスター
トしてはどうかといった案
も出るなど、関係者が意見
を交換している。

◇
　日本対がん協会は、リレ
ー・フォー・ライフがさら
に多くの地域で開催される
ようにと、実行委の中核を
担う人たちを対象に研修会
を開催。アメリカ対がん協
会からも担当者を招き、リ
レーの意義や、ルール、注
意点などを詳しく説明して
いる。「がんに負けない社
会」づくりを目指し、各支
部の協力を得ながら一緒に
なって活動を展開していき
たい考えだ。

北谷町の陸上競技場で開催
される。
　準備不足ながら開催にこ
ぎつけた昨年の教訓をいか
して、実行委員会のメンバ
ーらは今回は早くから準備
にかかり、支援の輪が広が
っている。
　地元の北谷町が積極的に
協力を示すほか、琉球大学
医学部付属病院がんセンタ
ーも昨年に引き続いて支援
する方針で、沖縄市の中頭
病院・ちばなクリニックも
ブースを設けるなど参加す
る。さらに陸上自衛隊もテ
ントの貸し出しを引き受

り、熱心に質問したりする
市民もいた。実行委の真栄
田絵麻さんは「健康な方は
もちろん、子どもも参加で
きる楽しいリレーにした
い。一人でも多くの人が、
がんのことを知り、がん医
療の充実、患者の支援のた
めに何ができるか、考えて
ほしい」と話している。
　沖縄に続いて５月22、
23日にはつくば市の中央
公園の芝生広場で開催され
る。つくば市は、アメリカ
対がん協会からライセンス
を受けた日本対がん協会が

　がん患者・家族を支援す
るイベント「リレー・フォ
ー・ライフ　ジャパン2010」
の先頭を切って、「2010リ
レー・フォー・ライフ in 
うちな〜♪（~0~）が３月
に沖縄で開かれる。今年は
日本で最初に行われた茨城
県つくば市で４年ぶりに計
画されるなど、９カ所で開
催が固まった。ほかに�カ
所で�定され、検討中も含
めると�20カ所。昨年の
14カ所からさらに広がり
そうだ。
　沖縄でのリレーは３月
13、14日、昨年と同じく

「がん相談ホットライン」 週末や夕方も

リレー・フォー・ライフ ジャパン2010 ３月に沖縄から
スタート

リレー・フォー・ライフ芦屋 2009 収支報告

地元の人たちの協力を受け
て2006年に初めてリレー
を開催した場所。地元の多
くの人たちの熱意が実って
４年ぶりの開催になる。
　さらに今年は、福島（９
月４、５日、福島県立医科大
学、陸上競技場周辺）、千葉

（９月18、19日、八千代市総
合運動公園）、愛媛（10月
９、10日、松山市の堀之内

け、イベント企
画会社の協力も
取り付けた。
　実行委のメン
バーやボランテ
ィアの人たち
11人は１月24
日、那覇市の国
際通りでリレー
の開催を市民ら
にアピールする
とともに寄付を
呼びかけた＝写
真。笑顔で「頑
張って下さい」
と声をかけた


