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主な内容

３面 HPV検査の臨床研究
対がん協会などが着手
４〜５面 欧州の子宮頸がん学会に
参加して
６面 世界対がんデーシンポジウム
７面 大腸がん検診研究会
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子宮頸がん、がん教育、ピンクリボンフェスティバル…
今年度の事業計画

日本対がん協会（垣添忠
生会長）の2010年度の事
業計画が３月10日に開か
れた理事会・評議員会で承
認された。子宮頸がんキャ
ンペーン、子どもを対象に
した「がん教育基金」、ピ
ンクリボンフェスティバ
ル、リレー・フォー・ライフ
など６事業を重点項目に挙
げた。従来の重点目標であ
る▽検診の推進▽患者・治
癒者のケア▽禁煙−も引
き続き強力に推進する。
（２、３面に関連記事）
子宮頸がんキャンペーン
の活動は多彩だ。
まず、市民向けのセミナ
ーを２回、開く。今野良・
自治医大さいたま医療セン
ター教授、宮城悦子・横浜
市大病院化学療法センター
長（ともに産婦人科）が、
子宮頸がんの原因となるヒ
トパピローマウイルス（Ｈ
ＰＶ）の感染予防が期待さ
れるワクチンや、検診、治
療について分かりやすく解

説する。俳優の仁科亜季子
さん、仁美さん母娘の参加
を予定するほか、対がん協
会の支援で子宮頸がんの啓
発活動をしている女子大生
にも加わってもらう。
ＡＣのキャンペーンにも
乳がんとともに子宮頸がん
が取り上げられ、７月から
検診受診を訴える広告が
TV、新聞、交通広告など
で展開される。
各支部の担当者を対象に
した細胞診の研修会や患者
サポートも計画している。
「がん教育基金」は、欧
米に比べて大きく立ち遅
れ、がん検診の受診率低迷
の一因ともされる子ども、
とくに中学生への教育を充
実させるのが目的だ。東大
病院の中川恵一准教授に教
材を書いてもらい、タレン
トの山田邦子さんの協力を
得て学校に出向く「課外授
業」も計画している。
今年度の大きなポイント
は、事務局が朝日新聞社か

がんホットライン
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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〜�������
土������
曜の午前10
時から午後�������������������
６������������������
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。

◆ 重 点 項 目 ◆
○子宮頸がんキャンペーン
○がん教育基金の活動
○ピンクリボンフェスティバル
事務局移管後の対応と強化
○リレー・フォー・ライフの一層の拡大
○行政や他団体との連携
○新公益法人制度への対応
◇ 継 続 事 業 ◇
○がんの知識、がん予防の普及啓発、検診受診率
の向上
○専門家、専門団体への支援
○がん患者のサポート
○がん研究への支援
ら対がん協会に移されて初
めてピンクリボンフェステ
ィバルを迎えることだ。
東京・神戸・仙台の３会場
で開くシンポジウムやスマ
イルウオークは計１万５千
人以上が参加するイベント
とになり、乳がんの啓発活
動として定着した。ただ、
その認知度ほども検診受診
率が伸びていないのが実情
で、検診機関としていかに
受診率の向上に結びつける
か、正念場と言える。
患者・家族のため物心両
面でのサポートを訴えるイ
ベント、リレー・フォー・ラ

イフは約20会場で計画さ
れている。初めて開催した
2006年から５年目。急速
に普及するのにあわせてス
タッフを増員するとともに
各地で経験のあるメンバー
による「全国総括事務局」
も設けてきめ細やかな対応
をはかる。
訂 正 ◆◆◆
３月の対がん協会報
第5 5 6号の１面「がん
検診自治体アンケート」
で、受診率50％の達成
について「数以上の」
とあるのは「半数以上
の」の誤りでした。訂
正します。
◆◆◆

（）
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社会のニーズの高まりを背景に積極的な事業
2010年度の対がん協会 組織も新体制に移行へ

日本対がん協会が積極的
な事業を計画する背景にあ
るのは、がんを取り巻く社
会的ニーズの高まりだ。適
切な情報、医療の充実、患
者・家族への支援−。患
者サポートのためのイベン
ト、
リレー・フォー・ライフ
の急速な普及がそれを示し
ている。対がん協会は、厚
生労働省をはじめ行政、他
団体、市民との連携を強め
てこうしたニーズへの対応
を図る。新しい公益法人制
度の下で公益財団法人への
移行申請も予定。新たな体
制で課題に臨む。

患者サポートの拡充
１月に土曜日の実施と午
後６時までの時間延長を実
行した「がん相談ホットラ
イン」をさらに拡大し、今
年度中に日曜日にも相談を
受けられるようにする。
がんを治療しながら働く

人が増え、
仕事が終わって
から相談したいとか、
休日
も対応してほしい、
という
声は強く、
体制整備を急ぐ。
2007年度に3454件だっ
た相談件数は0 8 、0 9年度
5 8 0 0件、7 2 0 0件と増え、
2010年度は１万件を超え
ると見込まれている。
厚労省の委託事業「医師
による面接相談」も年に
300回以上行えるよう、現
在17人の担当医師を１人
増やして18人にする。

専門家・団体の支援
地域での患者・家族を支
援する体制作りも欠かせな
い。がん検診やがん医療に
関する講習・研修会を実施
する。検診の受診率向上を
訴える一方で、必要不可欠
なのは精度管理。その研修
を積極的に展開する。
乳がんに関しては、引き
続きマンモグラフィ講習会

がん征圧全国大会は福井で 9月9、10日
2010年度の「がん征圧全国大会」は福井市のフェニック
スホールで９月10日に開催される。日本対がん協会が日本
医師会と共催で「がん征圧月間」と定める９月の中心的な
イベント。対がん協会のほほえみ大使をつとめる歌手のア
グネス・チャンさんが記念講演をする。
より広くがんの啓発活動をするため、
和歌山市で昨年度
に開いた大会と同じく開かれた大会を目指し、
一般の参加
を呼びかける。
市民向けの巡回セミナーも同時に開催する。
前日の９日には、がん検診をテーマにしたシンポジウム
も計画されている。

を開催するほか、若い世代
への検査法として広がりつ
つある超音波検査の講習会
も計画している。
大腸がん検診精度向上研
修会も昨年度に引き続いて
実施することを検討してい
る。
在宅で治療を続けるケー
スが増えていることから、
地域で患者・家族を手伝う
医療支援組織作り、
ボラン
ティアの組織作りを進め
る。人材養成や運営に関し
ても助成する。
昨年度、高知、大阪、福
島の３地域でモデル事業と
して始めた在宅医療支援の
取り組みについて精査し、
場合によっては対象地域を
広げることも検討する。

がんの知識などの普及
啓発、
検診受診率向上
がんに関する最新の情報
を届けようと、
各地をめぐ

っている巡回セミナーを３
回開催する。
地元のマスコ
ミなどと連携した活動は地
道ながら地域の検診受診率
向上に貢献している。
ピンクリボンフェスティ
バルの事務局を務めるこに
なったことから、対がん協
会独自の「乳がん検診クー
ポン」を発行し、全国の支
部で受診してもらうキャン
ペーンを検討している。ム
ーブメントから検診へ、高
まる認知度を実際の受診行
動につなげるきっかけにな
ると期待される。
公共の場所での禁煙を目
指す動きなど、禁煙に向け
た社会の動きが着実に進
み、かつては先進的だった
禁煙基金の活動も再構築す
る必要に迫られている。専
門家らの意見を聞きなが
ら、基金の枠組みを検討し
直すことを計画している。

公益財団法人への移行申請は
「今年度の早い時期」

日本対がん協会は、新しい公益法人制度の下、
「公益
財団法人」への移行認定を求める申請を2010年度の早
い時期に内閣府公益認定等委員会に提出する。３月10
日の理事会・評議員会に報告し了承された。
公益法人制度改革に伴って既存の財団法人は2008年
12月から５年以内に
「公益財団法人」か、
「一般財団法
人」移行することが義務づけられた。
対がん協会は新定款の作成などの準備を進め、４月
か５月に申請する予定。

多彩な活動を支える支出は９億７千万円 寄付は６千万円の増を見込む 2010年度対がん協会予算
日本対がん協会の2010年
度の予算が３月10日の理事
会・評議員会で承認された。
事業活動収入の部では合
計が8億9673万円で、前年
度より1億8937万円の増加
を見込む。
主に、
ピンクリボ
ンフェスティバルの事務局

が対がん協会に移管された
ことに伴うもので、
ピンクリ
ボン収益として1億5千万円
増の1億7千万円としている。
受取寄付金が2億9250万
円と、
前年度より6250万円
の増加を見込む。内訳は、
一般寄付の法人が1億750

万円で4300万円の増とし
ているものの、
個人は4750
万円減の３千万円。
事業活動支出は、
ピンクリ
ボンが1億3890万余円で、
前
年度より1億3744万余円の
増となっている。
リレー・フ
ォー・ライフや子宮頸がんキ

ャンペーンなどの対がん活
動は1億347万余円で、
6965
万余円の増となっている。
支出の総額は9億7474万
余 円 で 、前 年 度 よ り 1 億
8929万余円の増。
この結果、
収支の差額は7801万余円
の赤字予算となっている。
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効率的な子宮頸がん検診めざし

ＨＰＶテストの臨床研究

〜 対がん協会 〜

今野・自治医大さいたま医療センター教授をリーダーに支部が参加

日本対がん協会は2010
年度、子宮頸がんの原因と
なるヒトパピローマウイル
ス（ＨＰＶ）の感染の有無
を調べるＨＰＶテストの臨

床研究を始める。自治医科
大学さいたま医療センター
の今野良教授（産婦人科）
を研究リーダーに、まず、
岩手、富山、福岡、沖縄の

子宮頸がんパンフレット

「いのちのはなし」を作成

子宮頸がんについて
物語風にわかりやすく説明した「いのちのはなし」

日本対がん協会は、子宮頸がん啓発パンフレット
「子宮頸がんとあなた いのちのはなし」を作った。
やわらかいイメージのイラストをふんだんに使い、
中学、高校生から20代といった思春期や若い世代の
女性を対象に、子宮頸がんのことや、検診の大切さ
を分かりやすく訴えている。
特徴は、恋人のいる20代の働く女性が子宮頸がん
になった−という物語を中心にしたこと。
各ページの下段に、子宮頸がん検診のことや、ど
れくらいの人が子宮頸がんだと診断されているか、
子宮頸がんを防ぐ効果が期待されるワクチンのこと、
といった関心の高いポイントについて、Ｑ＆Ａ形式
でやさしく解説。物語を読みながら、子宮頸がんの
基本的な情報が得られる仕組みになっている。
パンフレットはＢ６判14ページで、１万部作成し
た。費用の一部は三井住友銀行ボランティア基金か
らの寄付でまかなった。
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（☎03−5218−4771）へ。

各支部が参加する。ほかに
参加を準備中の支部もあ
り、対がん協会では、各支
部の参加を呼びかけてい
る。
ＨＰＶテストについて、
世界保健機関（ＷＨＯ）Ｉ
ＡＲＣは2004年に「一次
検査として子宮頸がんの罹
患率・死亡率を減らせる十
分な根拠がある」と声明を
発表。ワクチンの導入でＨ
ＰＶ感染の減少が確実視さ
れる中、どのように効率的
な検診システムをつくるの
か、考えるのに欠かせない
と位置づけられ、欧米を中
心に検診への導入が図られ
ている。
しかし、厚生労働省研究
班が、死亡率減少効果を裏
づける「証拠が不十分」と
する日本では、検診への導
入をめぐる議論も表だって
は行われていない。
今回の臨床研究は、ＨＰ
Ｖワクチン時代における子
宮頸がん検診のあり方を考
えるうえで必要不可欠な基
礎データを提供するのが目
的だ。今野教授から自治医
大の倫理委員会に申請、２
月に承認を受けた。
研究に用いるＨＰＶテス
トは、ハイブリッドキャプ
チャーと呼ばれる方法で、
100種以上あるＨＰＶの中
で、子宮頸がんの原因とな
る「ハイリスク型」に感染
しているかどうかを調べる
ものだ。どの型に感染して
いるかまでは判別できな
い。欧米と同様、一次検診
を念頭に考えた場合には、

型判別までは必要ないと判
断した。
計画では、各支部が行う
子宮頸がん検診の際にＨＰ
Ｖテストの研究を行ってい
ることを説明し、同意が得
られた人に参加してもら
う。
検診の際にＨＰVテスト
用のブラシで細胞を採取
し、細胞診用に使ってから
ブラシごと専用容器に入れ
る。受診者に今回の研究用
に特別に細胞を採取すると
いった負担はかけない。た
だし、受診者には検査費用
の一部の負担（1 5 0 0円）
を求めることにしている。
容器は検査会社側が回収
して分析する。結果は、通
常の検診の結果ととともに
受診者に送付する。
研究期間は今年度いっぱ
いを予定。１万例の症例を
目標にしている。
対がん協会では、臨床研
究を行うことで一般受診者
の子宮頸がんへの関心を喚
起し、検診に足を運んでも
らうことにつながることも
期待している。
今回の研究は、三菱化学
メディエンス株式会社と、
株式会社キアゲンの協力を
得て進める。
九州大学医学部や琉球大
学医学部の産婦人科学講座
も研究を理解してサポート
してくれる。
今回の研究に関する問い
合わせは、日本対がん協会
内の子宮頸がんキャンペー
ン係（☎03−5218−4771）
へ。

（）
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子宮頸がんの発症防止に期待

子宮頸がんを起こすヒト
パピローマウイルス
（HPV）
のワクチンの日本人女性へ
の効果を、自治医科大学さ
いたま医療センターの今野
良教授（産婦人科）がモナ
コで開かれたE U R O G I N
で発表した＝写真。６カ月
後の持続的感染に加え、一
過性感染や１年後の持続感
染も防ぐと証明された。子
宮頸がんの発生防止につな
がると期待される。
HPVワクチンの効果が
日本人女性で報告されたの
は初めて。
今野教授らは、16型と

18型の２種類のHPVの感
染を防ぐために作られたワ
クチンを使用。
20歳から25
歳の健康な女性1040人の
協力を得て、
ワクチンを使
うグループ
（519人）
と、
比較
のための製剤を使うグルー
プ
（521人）
に無作為に分け
て臨床試験を実施した。だ
れがどっちのグループに入
ったのか、医師にも分から
ないように配慮した。
ともに３回という標準的
なスケジュールで接種。３
回目の接種を終えて６カ月
後にHPV感染の有無や免
疫活性などを調べた。

日本人女性へのワクチン
の効果、今野教授が発表

臨床試験を始める前から
16型と18型のHPVに感染
しているケースなどを考慮
して分析した（分析の対象
は両グループとも約4 0 0
人）。６カ月後に持続的な
感染をしていた人は、比較
のための製剤を使ったグル
ープでは15人だったが、ワ
クチンを使ったグループに
はいなかった。
１年後の傾向も同様だっ
た。
臨床試験のうちで、
がん
ではないものの、その代わ
りの有効な指票と考えられ
る子宮頸部の前がん病変が
みられたケースも、比較の

ためのグループは４人いた
のに対し、ワクチンを使っ
たグループにはいなかっ
た。
今野教授は「免疫活性も
高く、HPVの感染予防に
優れたワクチンだ。妊娠に
関しても影響はみられず、
安全性も十分に高い」と話
している。

ワクチン時代の子宮頸がん予防は−進む検

「ワクチン時代」を迎え、
効率的な子宮頸がんの検診
体制をいかに築くか。モナ
コ・モンテカルロで２月
17～20日に開かれた子宮
頸がんに関する学会・
E U R O G I Nは、そんな研
究報告や議論が熱く交わさ
れていた。まさに子宮頸が
ん予防のパラダイムシフト
だ。それを目の当たりにし
て日本での研究と議論の立
ち遅れを感じずにはいられ
なかった。日本の歩む道は
−遠く地中海の小国から
思いをはせた。
（日本対がん協会 小西宏）
EUROGINは、子宮頸
がんと、その原因であるヒ
トパピローマウイルス
（HPV）の研究に関する世
界最大規模の学会だ。94
年に１回目が開かれ、今年
が９回目。約２千人の医師
や研究者らが集った。
HPVの発見で2008年の
ノーベル医学生理学賞を受
賞したドイツのツアハウゼ

ン博士が講演で「私たちは
20歳以上を対象に２年に
子宮頸がん予防の大きな手
１回の検診（細胞診）を続
段であるワクチンを手にし
けるのは非効率的だ。
た。検診体制も数年以内に
効率化の一つの指標とな
確実に変わるだろう」と述
るのが検診の間隔。つまり
べたことが今回の学会を象 「次」の検診までどれくら
徴していた。
いの期間をあけても、
「前
学会の会長を務めたカナ
がん病変」を見つけること
ダ・マックギル大学のフラ
ができる、だ。陰性だった
ンコ教授も「ワクチンの普
人にとっては負担が減る
及で、そもそもHPVの感
し、検診間隔を延ばすと検
染が減っていく。子宮頸が
診対象者が減ってコストに
ん検診の効率化は欠かせな
も大きく影響する。
いことだ」と語った。
オランダ・VU大学のマ
HPVの中でも子宮頸が
イヤー博士は、その間隔と
んのリスクの高い２種の型
して「７年半ぐらいはあけ
が子宮頸がんの約７割から
られるのではないか」と話
見つかることが複数の研究
した。
「７年半」は、日本の
者から報告された。
実情を考えると非常に長い
日本でも昨年12月から
間隔だ。欧米では３～５年
使えるようになったワクチ
が現状で、ワクチンの普及
ンはその２種をターゲット
ぶりを念頭においても
「７
に感染の予防を図る。普及
年半」
は長い印象を受ける。
すれば感染がかなり減らせ
そのカギは、HPVテスト
ることが期待できるが、感
だとマイヤー博士は指摘す
染を100％防ぐというわけ
る。
「HPVテストは感度が高
ではないので検診はなくせ
い。ただ特異度はやや低い
ない。ただ従前のように、 ので特異度の高い細胞診を

組み合わせ
る方法をベ
ースに、受
診者を細胞
診でフォロ
ーするとい
った手法が
考えられ
る」
と述べ、
子宮頸がんについて講演する
H P V テス
ト、細胞診ともに陰性だっ
た人が「７年半」に該当す
るとした。
英クイーンメリー大学の
キュージック博士は、将来
の検診体制のアルゴリズム
を提案した。
25～64歳を対象に、ま
ずHPVテストを行い、陰
性だった人は「次」が５年
後に。陽性だった人には細
胞診を行い、結果に応じて
さらに詳しい検査か、半年
～１年後にHPVテストと
細胞診の両方を実施する
−といった流れだ。
その中で、HPVテスト、
細胞診の結果のいかんによ
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〜子宮頸がん予防用のワクチン 〜
２回接種でも３回と変わらない？
「３回接種」が標準の子
宮頸がん予防用のワクチン
の効果は「２回」でも変わ
らないかも知れない−。
こんな研究が、モナコで
２月に開かれた子宮頸がん
の学会・EUROGINで発
表された。若い世代での研
究で、まだ長期的な調査が
必要だが、回数が減ればコ
ストなど接種を受ける人や
社会の負担の軽減につなが
ると期待される。
アルバータ大（カナダ）
のロマノフスキーさんが、

カナダ、英国、ドイツなど
のチームで進めてきた研究
を報告した。
使ったワクチンは、ヒト
パピローマウイルス（ＨＰ
Ｖ）の中でも「ハイリスク
型」の16型と18型の２種
類に対応したもの。
研究では、▽標準の３回
接種（初回・１カ月・６カ
月後）▽抗体量を標準の倍
にして２回接種（初回・６
カ月後）▽抗体量を標準の
倍にして２回（初回・２カ
月後）▽標準と同じ抗体量

で２回接種（初回・６カ月
後）
−の４つの方法につ
いて、最終の接種から１カ
月後の抗体価や、免疫反応
の高まりぶり、安全性など
を分析した。各方法につき
約240人
（９～14歳、
15～19
歳、20～25歳の３グルー
プ）
ずつ参加してもらった。
その結果、HPV16型に対
して、
「標準」は、
「抗体量
を倍にして初回・２カ月後
の２回接種」よりも高い効
果がみられたものの、
「初
回・６カ月後」の２回接種

の場合には抗体量にかかわ
らず、統計学的な有意差は
みられなかった。
一方、HPV18型に対し
ては、いずれの場合も有意
差はみられなかった。
とくに16型、
18型ともに、
９～14歳に２回接種した場
合には、15～25歳での３
回接種と有意差はなかった。
研究チームは「９～14
歳では２回接種で免疫反応
を引き起こす効果があり、
しかも安全性もある」と結
んでいる。

検診のパラダイムシフト EUROGINに参加して

っては新し
い検査法を
採用するこ
とも提案し
た。
欧米で一
般的になっ
ているHPV
テストに関
るツアハウゼン博士＝モナコ
する発表も
相次いだ。HPVには100以
上の型があり、子宮頸がん
の発症にかかわるのはハイ
リスク型と言われる。
まず、そのハイリスク型
のHPV13種類を対象に感
染の有無をチェックするハ
イブリッドキャプチャータ
イプについて、一次検診で
の有用性が報告された。
さらにHPVの型を判定
するものや、DNAを分析
する方法、メッセンジャー
R N Aを調べるものなど、
様々な検査法の最新データ
が発表された。どんな方法
を検診のどの段階に組み入
れるのが効果的か、今後の

研究課題が提示されたと言
比較試験）
（
」フランコ教授）
えよう。
であり、そのデータに基づ
検診間隔とともに、重要
いた検討だ。
なのが、検診を何歳から始
米カリフォルニア大サン
めるのが良いか、つまり、 タバーバラ校のコックス医
検診の開始年齢だ。
師は、科学的根拠に基づい
「若い世代に検診は必要
たガイドライン作成にため
か」と題して報告したクイ
に、アメリカ対がん協会
ーンメリー大学のサセーニ （ACS）
をはじめ、
多くの機
博士は、20～24歳で子宮
関が参加して議論を重ねて
頸がんを発症するのは世界
いる米国の状況を紹介した。
で10万人に８人以下、ス
米国立がん研究所（ＮＣ
コットランドだと２万人に
Ｉ）のキャッスル博士によ
１人という数字を示しなが
ると、子宮頸がん検診の改
ら、
「若い女性を対象にス
善などについて新たな仕組
クリーニングする科学的な
み（PICSM）の中で六つ
証拠はない。20～23歳だ
のワーキンググループを設
とかえって害になる」と指
けて検討していることを示
摘した。
しつつ、検診と次の検診の
ベルギーの公衆衛生科学
間隔を、５～10年の間で
研究所のアービン博士も、 どれくらいに設定できるか
HPVテストによるトリアー
検討しているという。
ジを若い世代
（25～29歳）
に
EUROGINでは、子宮頸
行うことは「過剰診断にな
がん予防に向けた様々な手
る恐れがある」と話した。
法がどんどん開発されてい
こうした検診のあり方を
ることが数多く示された。
考えるうえで欠かせないの
そして、いかに効果的に
が、
「臨床試験（無作為化
導入していくかという検討

が、非常に丁寧、かつ不断
に重ねられていることに驚
かされた。有効性を科学的
に検証しつつ、導入するか
どうか、導入するとすれば
どの段階でどのように用い
ればいいのか、複層的な議
論が展開れているのだ。
そうした検証の仕組み、
議論の土台、導入の筋道が
欧米には根付いている。
ワクチンとスクリーニン
グの関係について、VU大
学医療センターのクッペ博
士がこう述べたのが印象に
残った。
「ワクチンを（多くのハ
イリスク型のHPVに対応
した）多価にすれば高い効
果がある。14種で97％予
防できるという計算もある
が、高価になる。一方でワ
クチンと複数の検診方法を
組み合わせると高い効果が
発揮できる。子宮頸がん予
防のために何を望むのか。
まさに社会がその選択を迫
られている」

（）
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子どもとがんをテーマに公開シンポ
「がん予防は子どもから」
と題した公開シンポジウム
が２月４日、東京・築地の
国際研究交流会館ホールで
開かれた＝写真。この日は
国際対がん連合（U I C C）
が提唱する「世界対がんデ
ー」。子宮頸がんを取り上
げた昨年に続く２回目で、
たばこや生活習慣、学校教
育など子どもを取り巻くリ
スクや課題が論議された。
U I C C日本委員会主催。
日本対がん協会が共催。日
本癌学会などが後援した。

まずUICC日本委員会の
北川知行委員長（癌研究会
癌研究所名誉所長）が、た
ばこを吸わず、肥満を避
け、適度な運動をし、肝炎
ウイルスなどの感染を予防
することががん予防に大切
だと指摘し、子どもへの教
育の課題として考えたいと
あいさつ。医療、教育など
の専門家が講演した。
「ワクチンで予防する子
宮頸がんと肝がん」をテー
マにした田中英夫・愛知県
がんセンター研究所疫学・

UICC世界対がんデー

予防部部長は、子宮頸がん
について、原因となるヒト
パピローマウイルス（ＨＰ
Ｖ）の感染を予防するワク
チンや知識は10代の女子
とその母親世代への普及を
図ることが重要とした。
中村正和・大阪府立健康
科学センター部長は「たば
ことがん」について、多く
のがんに喫煙が関係してい
ること、未成年からの喫煙
は依存症になりやすいこ
と、さらには子どもへの受
動喫煙の影響の深刻さなど
に触れ、たばこの規制・対
策の強化を訴えた。
原田正平・国立成育医療
センター成育政策科学研究
部室長は「子どもの生活習
慣とがん予防」と題した講
演で、「（過体重の問題な
ど）個人の問題に帰着させ
てはいけない。社会の問題

としてとらえる必要があ
る」と指摘した。
衛藤隆・東京大学大学院
教育学研究科教授は学習指
導要領の流れに対応した副
教材の開発や指導方法の工
夫で「ヘルスプロモーショ
ンの考えを導入し、子ども
たち自身の意思決定による
健康作りを」と述べた。
海外の健康教育に詳しい
鬼頭英明・兵庫教育大学大
学院教授は、子どもの発達
段階に応じて指導内容が示
されている米国の健康教育
や、理科や体育などの関連
教科で指導される英国の状
況を紹介した。
小林博・財団法人札幌が
んセミナー理事（北海道大
学名誉教授）は「子どもへ
の教育が親も変える」こと
を、スリランカでの健康教
育の経験から提示した。

「 検 診 受 け て 早 期 発 見！」 全国巡回がんセミナー
2010年の第１回目が鹿児島市で開催

「検診受けて早期発見！」 ターの米盛学理事長から
このスローガンの下、全国
23年間の歴史を披露、40
を巡回するがんセミナーが
台の検診車を駆使して現在
今年も始まった。日本対が
までに745万人の検診を行
ん協会、鹿児島県民総合保
い、7,687人のがん患者を
健センター、鹿児島県、南
発見（0.1％）したことを報
日本新聞社は２月21日、鹿
告。
「毎年受診をして下さ
児島市の県医師会館で「全
い」と訴えかけた。
国巡回がんセミナー」
（アフ
講演では、対がん協会の
ラック協賛）を開催した。 垣添忠生会長が「わが国の
がんに関する正しい情報を
がん対策に占める検診の重
市民に提供し、がんの早期
要性」をデータや実験結果
発見・早期治療の大切さを
をもとにわかりやすく説明
理解してもらうのが目的
した。県民総合保健センタ
で、250人が参加した。
ーの瀬戸山史郎副理事長が
セミナーの内容は後日、 「受けて安心がん検診 学
南日本新聞紙上で採録さ
んで実行がん予防」と題し
れ、当日参加できなかった
て鹿児島県の詳細な事例を
人たちに紹介された。
挙げながらユーモアたっぷ
まず、県民総合保健セン
りに話した。

最後に登壇した乳がんの 「人はそれぞれに与えられ
体験者、森谷ミツルさんは
た運命がある。自分はこの
「乳がんを手術して！
！」
と題
運命に値する悔いのない生
し、出身地の種子島から会
き方をしようと決心しまし
場に来た仲間や多くの市民
た。そのためには健康が宝
を前に、自分は毎年受けて
物なんです！」
との力強いメ
いる
「がん検診」
で異変を感
ッセージで締めくくった。
じ、乳がんを発見したこと
今年の巡回セミナーは鹿
を紹介。手術までの不安や
児島市を第１回目として、
悩み、術後のリハビリや夫
４月にさいたま市、５月に
をはじめとした家族の支え
秋田市、９月に福井市での
などについて熱く語った。 開催を計画している。

2010年4月1日		

§

対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）

全国組織として
「要精検率」
の統一を
−大腸がん検診精度向上研修会−

大腸がん検診の精度向上
を図る日本対がん協会の研
修会が１月15日、東京・有
楽町の朝日スクエアで開か
れた＝写真。全国組織とし
ての対がん協会各支部の検
診の精度を高めつつ統一化
を図るのが目的。23支部
から25人が参加して活発
に意見を交換した。
垣添忠生会長のあいさつ
に続いて研修会を呼びかけ
た松田一夫・福井県健康管
理協会副理事長・県民健康
センター所長が講演した。
2007年度の各支部の事
業報告を基に、松田さんは
要精検率が3.2％から9.8％
（平均6.2％）と大きな差が
あることを示し、
「対がん
協会の各支部が『一つの医
療機関』のようには精度管
理がなされていない」と指
摘した。
要精検率が高いと「がん
の疑い」と言われる人が増
えることから、
「余計な心
配をかけるし、医療費もか
さむ。異常にない人に偶発
症の危険もある。何より検
診受診率の低下につなが
り、検診のメリットがなく
なる」と述べ、目標的な数
値として３％を挙げた。

地元での取り組みを基に
講演した島田剛延・宮城県
対がん協会・がん検診セン
ター副所長は、便潜血反応
のカットオフ値の設定に言
及し「カットオフ値を低く
する（要精検率を高める）
と発見大腸がん数を増やす
という考えは一見正しいよ
うだが、そう言い切れるだ
ろうか」と問題提起した。
「精検該当数を増やす際
は精検受診率の低下への配
慮が欠かせない。下がると
かえって見つける大腸がん
を減らす可能性もある」と
話し、
「検診システム全体
を見渡して要精検率を考え
ることが重要。それに要精
検率を上げた場合の死亡率
減少効果がはっきりしてい
ない」と指摘した。
松浦邦彦・北海道対がん
協会釧路がん検診センター
所長は、釧路市での大腸が
ん検診や精検の受診勧奨に
ついて講演した。
まず、検診の１カ月半ほ
ど前に、市の広報紙や町内
会の回覧で案内し、その後
新聞のチラシを配布。受診
の申し込みを把握しつつ電
話勧奨や個別チラシを配っ
て受診を促すという。

精検の受診勧奨では、検
診の結果を発送してから２
カ月後に受診を勧めたり、
３カ月後には受診しない理
由をアンケートしたりして
受けない理由を探りつつ、
重ねての勧奨を実施。それ
でも受けない人にさらに勧
奨をしている。
こうした勧奨の結果、
2006年度の精検受診率は、
検診結果の送付２カ月以内
の69.2％から３回目の勧奨
後に86.6％にまで上がっ
た、という。
この後、松田さんの司会

（）

§

で受診率の向上や、適正な
要精検について意見交換。
熊本や青森など、参加した
各支部から活発に質問が出
されていた。
最後に瀬戸山史郎・鹿児
島県民総合保健センター副
理事長が特別発言。便潜血
反応の検体採取から提出ま
での精度管理や、カットオ
フ値による差、さらには対
象者の年齢が上がるに連れ
て様々な病気が起きてくる
ことから偽陽性が増えると
いった影響が考えられるこ
となどを指摘した。

社会的・心理的サポートの発表も
がん臨床研究成果発表会

2009年度の厚生労働科学研究・がん臨床研究成果発表
会が２月４、５日、日本対がん協会の主催で東京・丸の
内の東京国際フォーラムで開催された＝写真。
全国あまねく、患者が質の高いがん医療を受けられ
るように、というがん医療の均てん化を図るための研
究で、55の研究成果が発表された。
進行した胃がんや肺がんなど、治癒するのが困難な
がんに対する先進的な治療法の研究のほか、がん患者
や家族への社会的・心理的なサポート、とくに働き盛り
や子育て世代の患者への支援、医療と介護の連携とい
った幅広い分野での成果が報告された。
また、がん検診の受診率をいかにして向上させるか、
その普及啓発などに関する発表もあった。
がん臨床研究成果発表会の抄録集は日本対がん協会
のホームページ（ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.ｊｃａｎｃｅｒ.ｊｐ／）で公開さ
れている。

（）
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「癒しのリレー」華やかに

リレー・フォー・ライフ2010

沖縄からスタート

「母へ ありがとう」
「父へ 忘れない」
−それぞれの思
いがつづられたルミナリエが並ぶグラウンドに「命のリレ
ー」がめぐってきた。
「リレー・フォー・ライフ ジャパン
2010」が３月、沖縄から始まった。今年はすでに昨年
（14カ所）を上回る16カ所での開催が決定。検討中を含め
ると20カ所を超えることも予想される。日本対がん協会は
各都道府県で１カ所以上の開催をめざし、ボランティアス
タッフの研修など運営組織の拡充を図っている。

● 癒やしのリレー
「リレー・フォー・ライ
フｉｎうちな〜」と題した
沖縄のリレーは３月1 3 、
14日、本島中部の北谷町の
陸上競技場で開かれた。初
夏の日差しの中、1318人
と、初めて開いた昨年の倍
以上の人たちが参加。歌あ
り、エイサーあり、シーサ
ーの獅子舞あり。
「まさに癒
やしのリレー」
（塩見知司・
対がん協会事務局長）だっ
た。寄付も 2 0 0 万 7 0 8 円
（と４ドル50セント）と、
昨年の3.6倍になった。

長が基調講演を行い、患者
会「ゆんたく会」のブース
で来場者と交流を重ねた。
沖縄市の中頭病院・ちばな
クリニックなど多くの病院
の医療者らがブースを設け
て相談に応じた。
その子どもと医師を結び
つけたのが、実行委員会に
よる「青空がん教室」だ。
実行委が考えた○×クイズ
を基に中頭病院の医師が解
説。がん細胞と免疫をテー
マにした沖縄プロレスのパ
フォーマンスをはさみ、約
60人の子どもたちが楽し
く、がんについて学んだ。

● 子ども対象にがん教室

●「患者の願い」で討論

沖縄のリレーの特徴の一
つは「若者」だった。ボラ
ンティアの高校生たちがル
ミナリエを並べ、子どもた
ちがエイサーを舞った。
医療関係者の参加も目立
った。琉球大学病院がんセ
ンターの増田昌人センター

リレーのスタートとラス
トウオークは獅子舞が先導
し、エイサーの太鼓と群舞
が盛り上げた。特設ステー
ジでは医療者で結成したバ
ンドの演奏や伝統舞踊、マ
ジックなど多彩な催しが
次々と繰り広げられ、地元

シーサーの獅子舞もみんなと一緒に歩いた

リレー・フォー・ライフ2010の開幕告げる沖縄のリレー

の人気歌手が花を添えた。
公園 芝生広場▽８月28〜
中外製薬が展示した大腸
29日、北海道・室蘭 道
の大型模型も目を引き、ス
の駅「みたら室蘭」横▽８
テージの出番を待つ人たち
月28〜29日、宮城・名取
も中を歩いてポリープやが
東北電力名取スポーツパ
んを「体験」していた。
ーク愛島競技場▽９月４〜
「患者の願い」をテーマ
５日、福島・福島県立医科
にしたシンポジウムも開か
大学 陸上競技場周辺▽９
れ、自身サバイバーである
月11〜12日、さいたま市
看護師や緩和ケア専門医ら
緑区の「農業者トレーニン
が討論した。がんで亡くし
グセンター緑の広場」▽９
た妻の故郷の沖縄に移住し
月11〜12日、静岡・御殿
たという男性が、リレーに
場陸上競技場（雨天の場合
参加してやっと気持ちの整
は隣接の御殿場体育館）▽
理ができたことを語り、患
９月11〜12日、兵庫・芦
者の願いを受け止める医療
屋市川西運動場・体育館▽
の大切さを訴えた。
９月 1 8 〜 1 9 日 、千葉・
実行委の真栄田絵麻委員
八千代市総合運動公園多目
長が終了のあいさつで、翌
的運動広場▽９月18〜19
日から来年に向けた活動を
日、埼玉・川越市水上公園
開始すると宣言した。
▽９月18〜19日、愛知・
北谷町の野国町長は町を
岡崎中央総合公園▽９月
挙げての支援を示し、
「琉
18〜19日、福岡市・国営
球の祭典実行委員会」のメ 「海の中道海浜公園」光と
ンバーも積極的に支えた。 風の広場▽９月18〜19日、
沖縄県総合保健協会のバッ
横浜市・日産スタジアム小
クアップも見逃せない。
机フィールド▽10月２〜
◇
３日、高知市中心部城西公
今年のリレー・フォー・
園▽10月９〜10日、松山
ライフは、沖縄に続いて、 市城公園 堀之内地区ふれ
次の場所での開催が決まっ
あい交流広場▽10月９〜
ている（予定を含む、３月
10日、徳島・小松島しお
末現在）
。
かぜ公園▽10月９〜10日、
▽５月 2 2 〜 2 3 日 、茨
大分市・大分スポーツ公園
城・つくば つくば市中央 「大芝生広場」

