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主
な
内
容

３面　子宮頸がんワクチン公費助成求
　　　の署名運動
　　　学生たちのリボンムーブメント
　　　活動報告
４〜５面　がん検診の実施状況から
　　　　　㊤胃がん・大腸がん

１部70円（税抜き）

　がん検診の受診率向上
は、住民への「個別勧奨」
がかぎになることが、日本
対がん協会（垣添忠生会
長）の「がん検診に関する
自治体アンケート」で浮か
びあがった。「個別勧奨」し
ている自治体の方が、して
いない自治体より受診率が
高い傾向にあった。しかし
積極的に実施している自治
体は２割にとどまった。（２
面に関連記事）
　アンケートは、今年度の
がん検診にかかる地方交付
税が1300億円と昨年度の
倍増になったことや、乳が
んと子宮頸がん検診の一部
が無料化され、検診手帳も
配布されたことを受け、昨
秋、1797の市区町村の
「がん検診担当者」にがん
検診の実態などを尋ねた。
有効回答は1107（61.6％）
だった。
　国のがん対策推進基本計
画が目標とする受診率50
％達成に必要なことを尋ね

関して、「個別勧奨あり」と
「なし」で差が出たのは、
「職場や企業の理解促進」。
個別勧奨しているからこ
そ、「仕事が忙しい」「急用
ができた」など、受診しな
い理由としてよく言われる
ことを如実に感じているこ
とがうかがえた。

たところ（複数回答）８割
の自治体が「住民への働き
かけ」を挙げた。次に多い
受診費用軽減の倍だった。
　その住民への啓発活動に
ついて尋ねると（複数回
答）、ほぼすべての自治体
が広報紙で紹介していた。
ポスターやパンフレット
44.9％、啓発用ホームペー
ジ作成41.3％、自治会への
協力依頼24.8％、医師会や
医療機関への協力依頼22.3
％などの回答も目立った。
　この中で、「がん対策推
進員などによる受診勧奨」
「対象者本人への働きかけ」
「未受診者に再通知」の３
つを「個別勧奨」ととらえ
て分析した。実施している
と回答したのはそれぞれ
15.5％、23.4％、17.8％。
「住民への働きかけ」の重
要性は認めつつも、積極的
に働きかけている自治体は
少数なのが実情のようだ。
　「個別勧奨」の効果につ
いて、３つのいずれかを行

どでも同様の傾向
があった。
　受診率50％の
達成については数
以上の自治体が
「達成できると思
わない」と回答し
た。ところが、「達
成できると思う」
と回答した割合は
「個別勧奨」して
いる自治体の方が
高かった（肺がん
では「個別勧奨あ
り」20.2％、「個
別勧奨なし」9.8
％）。
　受診率50％達
成に必要なことに

受診率向上のかぎは個別勧奨  8割が必要とするが実施は2割
がん検診に関する自治体アンケート　日本対がん協会

っていると回答した自治体
（485）と、そうでない自
治体（622）で受診率を比
較した＝表。「個別勧奨あ
り」の自治体では、肺がん
が男30.1％、女32.3％で、
「個別勧奨なし」の自治体
より各7.7ポイント、8.2ポ
イント高かった。胃がんな

■昨年度の受診率
個別勧奨

あり なし

肺がん
男性 30.1％ 22.4％
女性 32.3％ 24.1％

胃がん
男性 19.4％ 14.0％
女性 19.2％ 13.9％

大腸がん
男性 23.5％ 18.4％
女性 24.4％ 19.3％

乳がん 女性 21.0％ 17.7％
子宮がん 女性 19.7％ 16.9％

■今年の目標
個別勧奨

あり なし

肺がん
男性 36.0％ 29.0％
女性 37.2％ 29.0％

胃がん
男性 26.3％ 20.8％
女性 26.2％ 20.9％

大腸がん
男性 29.1％ 24.7％
女性 29.6％ 25.2％

乳がん 女性 28.4％ 25.4％
子宮がん 女性 27.7％ 25.0％

　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��10��の��10�の��10
時から�後�時。相談時�は20分までで��は不要�時。相談時�は20分までで��は不要時。相談時�は20分までで��は不要
です。（祝日は休み）。このほか、事�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��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�
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厳しい財政の中でがん検診受診率向上につとめる自治体
対がん協会　がん検診アンケートより

思うように増えない 
がん検診予算
　日本対がん協会の「がん
検診に関する自治体アンケ
ート」では、今年度のがん
検診にかかる地方交付税が
倍増したことを受け、自治
体のがん検診�算の増加ぶ
りについて尋ねた。
　「倍増した」と答えた自
治体は113（10.2％）で、955
（86.3％）は「倍増してい
ない」と回答した。その理
由（複数回答）は「他に優
先順位の高い施策がある」
（36％）、「インフラ不足で
対応できない」（22.6％）、
「医師不足で対応できない」
（12％）など。「費用をかけ
ても受診率が向上するとは
思えない」も16.2％あった。
　地方交付税の不交付団体
もあるものの、地方交付税
を増やすことで受診率が向
上すると思うかどうか尋ね
たところ、「思わない」が
23.9％で、「思う」の19％
を上回った。
　「思わない」と「どちらと
も言えない」（53.8％）の回
答から、その理由を見ると、
「厳しい財政の中、一般財
源である交付税を増やして
もがん検診�算に反映され

ない」「交付税ではなく、補
助金という（使途を）明確に
したものでなければ�算確
保が困難」などが目立った。

無料クーポン券に 
高い評価、検診手帳は 
改善の必要性も
　国が今年度の補正�算で
実施した女性特有のがん対
策（乳がんと子宮頸がん）
について、受診率向上に役
立つかどうかを尋ねた。
　乳がんで40歳から60歳
まで、子宮頸がんでは20
歳から40歳まで、それぞ
れ５歳刻みの人を対象に、
検診の無料クーポン券と検
診手帳が配布された。
　無料クーポン券に対して
は「役立つと思う」25.4％、
「どちらかと言えば役立つ
と思う」51.8％で、８割近
くが肯定的にみていた。
　これに対し、検診手帳に
対しては、「役立つと思う」
「どちらかと言えば役立つ
と思う」をあわせて37.5
％。クーポン券ほども評価
は高くはなかった。ただ今
回の乳がん、子宮頸がんに
関しては5.2％と低かった
「役立つと思う」も、他の
がんに広げることには12.2
％が「役立つと思う」と回

答した。この差７ポイント
は「検診手帳への期待」と
みることができそうだ。
　「興味のなかった人にが
ん検診を喚起できる」「個別
通知という点で効果あり」
と、啓発資料の有効性は認
識されているからだ。
　もっとも「ページや文字
が多いと読まれない」「中身
次第」という指摘もあり、
現状のような手帳ではな
く、携帯に便利なように工
夫するなど、役立つように
改善する必要があるとみら
れる。

40％超の自治体にみる 
受診率向上の要因
　５つのがん検診のうち、
受診率が一つでも40％を
超えている自治体（318
件）に、その理由を尋ねた
（自由記入）。271件の回答
があった。
　その中で多かったのは、
個別通知、未受診者への再
通知などの「個別勧奨」で
29.9％、特定健診や複数の
がん検診の同時受診など
「受診の効率化」が29.5％、
出張検診や対象者の送迎、
休日検診など「受診機会の
拡充」が22.9％だった。「無
料化」も11.8％あったほ

か、「住民に検診が根付い
ている」という記入も11％
あった。
　具体的には、▽検診率県
No１推進委員会を組織し、
活発に活動している▽保健
師による訪問活動▽受診を
勧奨するため各地区で保健
協力員を育成している▽検
診申込書で受診希望を確認
し、受診しない人にはその
理由を尋ねている、などの
対策がとられていた。

受診機会の拡充は 
地域の実情に応じて
　「受診率50％達成に必要
なこと」を尋ねた結果、人
口規模に応じて、自治体の
考えに差がみられた。
　人口が１万人以下のとこ
ろでは、出張検診など受診
機会の拡充を重視してい
た。インフラ整備より巡回
検診などの体制を整えて積
極的に呼びかければ受診率
向上が望めるとみられる。
人口が５万人以上の比較的
規模の大きな自治体では、
医師会や医療機関との連携
を重視していた。
　医療・検査機関の増加・
拡充についても、比較的規
模の大きな自治体に望む声
が強かった。

受診率50％達成に向けて
　●個別勧奨の拡充＝国が女性特有のがん検診で実施しているがん検診手帳の改善と充実、無料
　　　　　　　　　　クーポン券の継続、未受診者への繰り返し勧奨
　●受診環境の整備＝人口の多い地域では医療施設・機器の整備や医師会・医療機関との連携、
　　　　　　　　　　少ない地域では出張検診・対象者の送迎・巡回検診の拡充
　●使いやすい予算＝自治体ごとのがん検診にかかる地方交付税額の明示、検診関係への使途に
　　　　　　　　　　ついて自治体の裁量の拡充



�010年3月1日  対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 3 ）

　「子宮頸がん�防用のワ
クチン」への公費助成を求
める署名活動を展開しよう
と、医師や俳優、患者、学
生たちが実行委員会を発足
させた。国立がんセンター
中央病院の�屋了介院長が
呼びかけた。実行委の発起
人代表には�屋院長と、俳
優で子宮頸がん体験者の仁
科亜季子さんが就いた。ウ
エブで署名を呼びかけ、
11〜14歳の女児への接種
への助成実現を目指す。

科さんらとともに、日本対
がん協会の活動にも協力し
ている学生たちの団体「リ
ボンムーブメント」の代表
も参加した。�屋院長は
「自治体での公費助成の動
きもあるが、隣の町では助
成してくれるのに自分の住
む自治体では助成がないと
いう不公平感が危惧され
る。次の世代に良いプレゼ
ントが残せるようにしよ
う」と挨拶。仁科さんは
「�防医学に目を向け、が
んの撲滅のために皆さんと
力を合わせて積極的に取り
組みたい。中学のお祝いに
ぜひワクチンを」と話した。
　ホームページはhttp://
hpv.umin.jp/

　「子宮頸がん�防ワクチ
ン接種の公費助成推進実行
委員会」で、発起人には、
今野良・自治医大さいたま
医療センター教授（産婦人
科）らも名を連ねている。
　このワクチンは、子宮頸
がんの原因となるヒトパピ
ローマウイルス（HPV）の
感染防止が期待されてい
る。110カ国以上で使わ
れ、日本では昨年末から一
般に使えるようになった。
HPVは主に性交渉で感染

することから、セクシャル
デビュー�の世代に接種す
ることが最も望ましいとさ
れるが、それ以降の接種で
も、その後の感染を防ぐ可
能性もあり、接種が勧めら
れている。
　しかし、１人あたりの接
種費用は４万〜５万円程度
かかるとみられている。欧
米やオセアニアでは公費で
ワクチンの全額もしくは一
部を補助する国が少なくな
い。日本では、全額もしく
は一部を助成しようという
自治体も現れてきてはいる
ものの、国は公費助成を決
めていない。
　２月24日に東京・有楽
町で開催された「初顔合わ
せ会」には、�屋院長や仁

　リボンムーブメントの代
表の１人、慶應義塾大学２
年の鈴村沙織さんに活動を
報告してもらった。

◇
　私たちは、首都圏の学生
を中心に、がん啓発リボン運
動のムーブメントを起こす
ために活動している団体で
す。現在は主に子宮頸がん
の啓発活動を行っています。
　子宮頸がんは�防ができ
る唯一のがんと言われてい
るにも関わらず、認知度が
低いことから、発症する若
い女性が増加する傾向にあ
ります。私たち自身にも事
�知識はほとんどなく、
「20代女性の罹患率が一番
高いがんでありながら、私
たちの誰もよく知らなかっ

ら伝えられることもあると
思っています。友達として
同世代へ、近所のお姉さん
として中高生へ、親の健康
を気遣う子どもとして親世
代へ、熱心な学生として地
方自治体へ−相手が興味
をもって考えるように、相
手にとって、いちばん伝わ
る言葉、方法、関係性を考
えて伝えていきたい。
　私たちは、がんの知識を
知っていること、検診にい
くことが、当たり�になる
ことを目指し、これからも
より一層幅広い活動を続け
ていきます。

た」ということが子宮頸が
んの啓発活動の大きな動機
になりました。
　発足から半年の�、文献
や勉強会、インタビューで
子宮頸がんについて学び、
その学んだことを、Web
や冊子、啓発イベントなど
様々な媒体を通じて常に発
信し続けてきました。これ
により、継続的に学び、常
に発信し続けるという、私
たちの活動の礎を築くこと
ができたと感じています。
　こうした活動を通して子
宮頸がんの認知度を高める
ことはもちろん重要なこと
だけれども、それだけでは
なく、知識を得た後に実際
に検診受診やワクチン接種
という行動へと起こす、そ

の実行の後押しをしたいと
の思いが強くなりました。
　今年は自治体へのワクチ
ン助成の提案や受診勧奨の
実施、検診の��方法ガイ
ドの作成、中高生への健康
教育の授業の実施、学生対
象の意識調査やディスカッ
ション形式の勉強会など、
１人でも多くの人にがんに
ついて考えてもらえるよう
な活動も行っていきます。
既に、横須賀市の成人式で
の冊子と横須賀市検診機関
一覧の配布・アンケートを
行いました。受診勧奨につ
いて自治体に提案もしてい

公費助成を求める署名活動へ実行委が発足
−子宮頸がん予防ワクチン−

実行委の会合で挨拶する国立がんセンター中央病院の土屋了介院長

学生が発信する、子宮頸がん
～女子大生リボンムーブメント～

仲間と活動の打ち合わせをする鈴村さん（左端）

ます。
　もちろん私たち
は普通の学生であ
り、医療のスペシ
ャリストでもあり
ません。ですが、
私たちは学生だか
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�008年度　対がん協会支部のがん検診実施状況から㊤ ◆胃がん
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主な部位別の７５歳未満年齢調整死亡率の都道府県順位（２００８年）
（人口１０万対、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）

全部位 胃 肝及び肝内胆管 膵臓 気管、気管支
及び肺 大腸

全国 87.2 全国 12.2 全国 8.7 全国 6.7 全国 15.3 全国 10.5
長野 72.4 沖縄 7.3 長野 5.8 岡山 5.4 鹿児島 12 福井 7.7
熊本 78.1 熊本 8.6 秋田 6 沖縄 5.6 長野 12.4 徳島 7.9
滋賀 78.3 長野 9.4 福井 6 徳島 5.6 山梨 12.4 宮崎 7.9
福井 78.4 鹿児島 9.4 新潟 6 長野 5.7 香川 12.5 岡山 8.1
岡山 78.4 大分 9.9 沖縄 6.2 佐賀 5.8 高知 12.8 香川 8.2
三重 79.3 宮崎 10 山形 6.3 愛媛 5.9 熊本 13.4 愛媛 8.3
岐阜 81 岩手 10.1 福島 6.3 群馬 6 沖縄 13.4 奈良 8.5
岩手 81.3 福井 10.2 滋賀 6.6 奈良 6 岐阜 13.5 滋賀 8.5
香川 81.3 静岡 10.8 富山 6.9 山口 6.1 静岡 13.6 大分 8.5
愛媛 81.5 岡山 10.9 三重 6.9 千葉 6.1 佐賀 13.6 高知 9
沖縄 81.8 宮城 11.1 岩手 7.2 兵庫 6.3 島根 13.8 熊本 9.1
徳島 82.1 山梨 11.2 宮城 7.3 福島 6.3 新潟 14 石川 9.1
山梨 82.2 北海道 11.2 岐阜 7.4 広島 6.3 愛媛 14 広島 9.5
石川 82.4 高知 11.2 千葉 7.5 愛知 6.3 奈良 14 静岡 9.5
奈良 82.6 神奈川 11.3 群馬 7.6 京都 6.4 岩手 14.2 和歌山 9.6
鹿児島 83 福岡 11.5 愛知 7.7 熊本 6.4 富山 14.2 三重 9.7
大分 83.2 広島 11.5 神奈川 7.7 福岡 6.4 秋田 14.3 長野 9.9
静岡 83.3 佐賀 11.7 埼玉 7.8 宮崎 6.4 三重 14.6 鹿児島 9.9
群馬 83.5 長崎 11.7 石川 8 香川 6.4 東京 14.7 栃木 10.1
高知 84.1 徳島 11.9 東京 8.1 大分 6.5 千葉 14.7 山口 10.1
山口 84.4 愛媛 12 大分 8.4 滋賀 6.5 山口 14.7 山梨 10.2
山形 84.7 島根 12 茨城 8.5 神奈川 6.5 大分 14.7 新潟 10.2
福島 84.7 東京 12.1 北海道 8.6 石川 6.5 滋賀 14.8 福岡 10.4
宮城 84.8 京都 12.2 島根 8.9 埼玉 6.5 群馬 14.9 佐賀 10.5
千葉 85.4 岐阜 12.2 岡山 8.9 鹿児島 6.6 神奈川 14.9 愛知 10.6
京都 85.8 三重 12.4 山口 8.9 静岡 6.6 山形 14.9 富山 10.6
愛知 85.9 滋賀 12.5 栃木 9 山形 6.7 岡山 14.9 千葉 10.8
広島 86.2 千葉 12.5 京都 9.1 栃木 6.7 石川 15 兵庫 10.8
神奈川 86.3 埼玉 12.6 奈良 9.2 山梨 6.7 栃木 15 山形 10.8
栃木 87.3 群馬 12.7 徳島 9.3 大阪 6.8 徳島 15.1 岩手 10.8
新潟 87.5 石川 12.7 静岡 9.3 岐阜 6.9 鳥取 15.2 埼玉 10.9
茨城 87.9 茨城 12.8 鹿児島 9.3 東京 7 茨城 15.2 京都 11
宮崎 88.7 兵庫 12.8 香川 9.3 茨城 7 兵庫 15.4 北海道 11
埼玉 88.9 福島 12.9 高知 9.3 宮城 7 福島 15.5 福島 11
東京 89 栃木 13 兵庫 9.5 三重 7.1 宮城 15.6 東京 11.1
兵庫 89.1 愛知 13 青森 9.6 高知 7.1 埼玉 15.9 長崎 11.1
島根 89.1 大阪 13.6 熊本 9.8 秋田 7.2 愛知 16 大阪 11.1
富山 89.7 青森 13.8 和歌山 10.1 和歌山 7.2 福岡 16 岐阜 11.2
和歌山 90.3 山口 13.9 鳥取 10.3 新潟 7.3 広島 16.2 神奈川 11.2
秋田 91.8 奈良 14 山梨 10.3 岩手 7.3 福井 16.2 茨城 11.2
北海道 92.3 山形 14.2 宮崎 10.7 長崎 7.6 宮崎 16.2 群馬 11.3
福岡 93.5 鳥取 14.4 長崎 10.8 富山 7.7 青森 16.3 宮城 11.4
佐賀 94.6 香川 14.5 愛媛 11.1 福井 7.9 京都 17.5 沖縄 11.5
大阪 95.9 新潟 14.9 大阪 11.1 鳥取 8 長崎 17.8 鳥取 12
鳥取 96.6 和歌山 15.1 広島 11.2 北海道 8.1 大阪 17.8 島根 12.1
長崎 97.5 秋田 15.8 福岡 13.1 青森 8.6 和歌山 17.9 秋田 12.3
青森 101.7 富山 15.9 佐賀 14.3 島根 8.6 北海道 18.1 青森 13.6
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乳房 子宮 前立腺

全国 10.8 全国 4.4 全国 2.6
三重 7.3 和歌山 2.3 富山 1.3
滋賀 8 山口 2.6 岐阜 1.4
岩手 8.1 鳥取 2.6 島根 1.6
鹿児島 8.2 奈良 3.2 石川 1.7
香川 8.2 三重 3.2 京都 1.8
岐阜 8.8 秋田 3.3 香川 1.9
鳥取 8.9 山梨 3.3 岡山 2.1
和歌山 9.1 京都 3.4 愛媛 2.1
熊本 9.3 香川 3.5 大阪 2.1
山口 9.4 徳島 3.6 奈良 2.2
高知 9.4 滋賀 3.7 兵庫 2.2
長崎 9.4 福島 3.7 群馬 2.2
島根 9.5 富山 3.7 愛知 2.2
福井 9.5 石川 3.8 山形 2.3
茨城 9.5 宮城 3.9 滋賀 2.4
岡山 9.6 長野 3.9 徳島 2.5
山形 9.8 大分 4 熊本 2.5
山梨 9.8 新潟 4 高知 2.5
沖縄 9.8 山形 4.1 福岡 2.5
宮崎 9.9 島根 4.1 広島 2.5
京都 9.9 愛知 4.2 千葉 2.6
長野 10.1 岡山 4.2 三重 2.6
愛知 10.1 岩手 4.2 栃木 2.6
徳島 10.2 広島 4.3 長野 2.7
群馬 10.3 静岡 4.4 埼玉 2.7
兵庫 10.3 神奈川 4.4 静岡 2.7
福島 10.5 福岡 4.4 新潟 2.8
石川 10.6 茨城 4.4 北海道 2.8
大阪 10.6 大阪 4.5 神奈川 2.8
広島 10.6 鹿児島 4.6 佐賀 2.8
秋田 10.6 北海道 4.6 東京 2.8
宮城 10.6 福井 4.6 和歌山 2.8
奈良 11 群馬 4.7 山梨 2.8
北海道 11.2 埼玉 4.7 宮崎 2.8
千葉 11.3 千葉 4.7 岩手 2.9
栃木 11.3 佐賀 4.7 長崎 2.9
神奈川 11.4 東京 4.8 大分 3
愛媛 11.6 兵庫 4.8 鹿児島 3
青森 11.8 愛媛 4.8 福井 3
福岡 11.8 熊本 4.9 福島 3
新潟 11.9 岐阜 4.9 茨城 3.1
埼玉 11.9 高知 4.9 鳥取 3.1
静岡 12.3 栃木 5.2 宮城 3.1
大分 12.4 長崎 5.3 沖縄 3.2
富山 12.5 青森 5.3 山口 3.2
東京 12.6 沖縄 5.4 青森 3.4
佐賀 13.6 宮崎 5.5 秋田 3.4

【男女計】
総数 ３４２９６３人（３３６４６８人）
気管、気管支及び肺 ６６８４９人（６５６０８人）
胃 ５０１６０人（５０５９７人）
大腸 ４３３５４人（４１８５９人）
肝臓・肝内胆管 ３３６６５人（３３５９９人）
膵臓 ２５９７６人（２４６３４人）
胆のう・その他胆管 １７３１１人（１６８４１人）
乳房 １１７９７人（１１４１４人）
食道 １１７４６人（１１６６９人）
�立腺 ９９８９人（９７８６人）
悪性リンパ腫 ９４４４人（９１５９人）
白血病 ７６７５人（７６０７人）
膀胱 ６４６７人（６１７４人）
子宮 ５７０９人（５６２２人）
卵巣 ４５９９人（４４６７人）

主ながんによる死亡者数（２００８年）

【男性】
総数 ２０６３５４人
気管、気管支及び肺 ４８６１０人
胃 ３２９７３人
大腸 ２３５９２人
肝臓・肝内胆管 ２２３３２人
膵臓 １３７０３人
�立腺 ９９８９人
食道 ９９７２人
胆のう・その他胆管 ８３０７人
悪性リンパ腫 ５３６３人
白血病 ４５５４人
膀胱 ４４３８人

【女性】
総数 １３６６０９人
大腸 １９７６２人
気管、気管支及び肺 １８２３９人
胃 １７１８７人
膵臓 １２２７３人
乳房 １１７９７人
肝臓・肝内胆管 １１３３３人
胆のう・その他胆管 ９００４人
子宮 ５７０９人
卵巣 ４５９９人
悪性リンパ腫 ４０８１人
白血病 ３１２１人
食道 １７４９人

訂　正
２月１日付対がん協会報２面の「各種が
ん検診の成績」表の「発見がん数」の統
計が「13,331」とあるのは、「12,877」の
誤りです。
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　日本対がん協会が資生堂
の技術協力を得て開催して
いるがん体験者向けの美容
セミナーが３月、スタート
して３年目に入った。これ
までのセミナーの回数は
1�回、延べ80人を超える
女性に参加していただい
た。ご協力くださった方々
へ感謝を込めて２年間を振
り返った。

◇
　当セミナーを企画するに
至ったのは、当協会が
2006年より実施している
電話相談｢がん相談ホット
ライン｣で治療中の患者さ
んの不安な気持ちや心配ご
とをうかがい、電話による
相談以外に相手をサポート
する方法はないかを模索し
ていたことにある。相談者
の�４分の３は女性で、治
療の副作用や後遺症の悩み
を話す方は多い。
　かねてより資生堂は当協
会の事業に協力してくださ
っており、特に2006年から
開催している｢リレーフォ
ーライフ｣では、美容コー
ナーを設置し、スタッフが

患者さん向けのサポートを
行っていた。そこで、がん
体験者向けのメイクセミナ
ーをまず東京で継続的に開
催できないか、と依頼した。
　当時資生堂はがん治療中
の患者さんの美容の悩みに
ついて研究を始めたところ
であり、セミナー開始にあ
たって３点の要望が出され
た。第１は、患者さんがど
のような悩みを持っている
のかを具体的に知りたいと
いうことであった。そこ
で、がん専門病院のがん看
護専門看護師らにインタビ
ューし、シミやくすみなど
の色素沈着、脱毛、爪の黒
ずみなどの困りごとをあげ
てもらい、さらにモデルと
なって当日使用する化粧品
を体験してもらった。第２
は、緊急時の対応である。
相談支援室の看護師が同席
するほか、開催時�帯には
協会顧問医との連絡が取れ
るように調整した。第３
は、本セミナーの将来像の
明確化である。とりあえず
はテスト事業としてスター
トさせ、参加者の意見を随

３年目を迎えたがん体験者向けの「並木通りセミナー」

時取り入れてシステム化し
病院の外で展開していくこ
とが、多くのがん体験者の
利益となるだろうと伝えた。
　セミナーは、１）肌色カ
バー方法、２）眉やまつ毛
の描き方、３）ハンドケ
ア、の３つのテーマから毎
回１つを選び開催してい
る。全体は90分�で２部
に分かれ、�半60分は講
義およびメイクの実践であ
る。少人数制なので、時�
の許す限り個別の悩みごと
にも対応しており、満足度
は非常に高い。また、後半
30分はスタッフがファシ
リテーターとなり、お茶を
飲みながら美容上の困りご
とや気持ちを語り合う。気
軽に申し込めて、継続参加
しなくてもよいことや、ま
た資生堂のブランド力によ
る安心感も利点としてあげ
られる。メイクを習うだけ
ではなく、同じ経験をして

きた者同士が、気持ちや体
験を共有できる場としても
機能している。
　当初は協会内会議室で開
催していたが、社内にセミ
ナールームが作られたのを
機に2009年４月から資生
堂のご厚意により会場を変
更し、より和やかな雰囲気
で実施できるようになった。
　主たる広報はパンフレッ
トで、首都圏のがん診療連
携拠点病院や患者会等に定
期的に送付している。最近
は、｢通院している病院の
看護師に勧められて参加し
た｣という声も聞かれるよ
うになった。医療機関に所
属する専門職の見学も受け
入れている。今後も資生堂
と協働し、より多くの参加
者に喜ばれる内容にしてい
きたい。来年度の開催�定
については、当協会のホー
ムページ（http://www.
jcancer.jp）で紹介します。

財団法人日本対がん協会 相談支援室　大松 尚子
が
ん
体
験
者
に
好
評
の
美
容
セ
ミ
ナ
ー

・ずっと一般の化粧コーナーに行きづらかったので助かりました
・家にこもることが多かったのですが、参加できてうれしかった
・病院では教えてもらえないアドバイスが聞けてよかった
・これからも治療中でも女性らしさを保ちながら頑張る女性たちの
サポートを、よろしくお願いします

・眉の描き方が分かってすごく役に立ち、顔の印象が違い、自分に
自信がついた感じがします

・これからはきれいに眉を描いて出歩きたいと思います
・病気になる前の自分を思い出すことができ、とても前向きになる
きっかけになりました

・他の方がきれいになっていくので、自分も励まされました
・この会を通じて他の患者さんと知り合い、情報交換しています

アンケートの自由記載欄から

日本対がん協会　ビューティーケアセミナー（美容のお悩み）


