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２、３面 がん検診無料クーポン券の
効果は…
４、５面 写真グラフ リレー・フォー・ラ
イフ 全国で開催
６面 ＲＦＬプロジェクト未来研究
助成金決まる

主な内容

公益財団法人 日本対がん協会 「日本対がん協会」と「対がん協会」は登録商標です

第602号

若い世代からのがん啓発を

札幌市でがん征圧全国大会 過去最大規模の2000人が集う

がん相談ホットライン

祝日を除く毎日

03−3562−7830

日本対がん協会は、がんに関する不安、日々の生
活での悩みなどの相談（無料、電話代は別）に、看護
師や社会福祉士が電話で応じる「がん相談ホットライ
ン」
（☎03−3562−7830）
を開設しています。祝日を除い
て毎日午前10時から午後6時まで受け付けています。
相談時間は1人20分まで。予約は不要です。

若い世代を巻き込んでがん征圧を
訴えた全国大会

今年度のがん征圧全国大
日本対がん協会賞「個人
会が９月13日、札幌市の
の部」に選ばれた狩野敦・
さっぽろ芸術文化の館（ニ
いわて健康管理センター長
トリ文化ホール）で開催さ （76）、
佐久間正祥・水戸赤
れた。参加者は2000人と
十字病院名誉院長（7 0）、
過去最大規模の大会となっ
中川原章・千葉県がんセン
た。テーマは「若い力、い
ター病院長
（66）、
永山孝・
のち輝け、北斗の指針」。 介護老人保健施設かりゆし
同市内の高校生や看護学生
の里施設長（70）＝沖縄県
約500人を招き、
「北海道
＝、原信之・福岡県すこや
開拓の父」ウイリアムズ・
か健康事業団会長
（74）、
森
クラーク博士の言葉を受け
下立昭・香川県医師会会
た形でがん征圧への願いを
長・同県総合健診協会会長
若い世代に託した。
（83）
と、
「団体の部」に選
主催者を代表して北海道
ばれた千葉県東金市（志賀
対がん協会の菊地浩吉会長
直温市長）と富士市医師会
が「がんは高齢者だけの病
胃腸疾患研究会（樫村弘隆
気ではない。この大会が若
会長）に、垣添会長から表
い力でがんに負けない社会
彰状が贈られた。
の実現につながることを願
朝日がん大賞に決まった
う」と開会の言葉を述べ
菊地・北海道対がん協会会
た。日本対がん協会の垣添
長（札幌医科大学元学長）
忠生会長が「対がん協会の
に、朝日新聞社の藤井龍也
活動が研究や子どもへの教
取締役から表彰状と副賞
育に広がっている。学会と （100万円）が贈られた。
の関係も密になった。大会
受賞者全員を代表して菊
を機にさらに活動を広げた
地会長が「この栄えある受
い」とあいさつした。
賞は札幌医大の研究仲間、

北海道対がん協会の職員た
ち、全員にいただいたもの
と思っている。関係者全員
でこの喜びを分かち合いた
い」
と受賞の言葉を述べた。
今年度のがん征圧スロー
ガン「がん検診 いつ受け
るの 今でしょ！！」の作
者である鹿児島県総合保健
センターの徳重美保子さん
に垣添会長が賞状を贈呈。
全国の支部の永年勤続表彰
者89人を代表し、北海道
対がん協会の横堀峰義さん
が垣添会長から表彰状を受
け取った。
日本対がん協会ほほえみ
大使のアグネス・チャンさ
んの記念講演に続き、女子

大生たちのがん啓発団体リ
ボンムーブメントの北海道
支部のメンバーら２人が北
海道アピールを行った。
北海道でのがん征圧全国
大会は1990年以来23年ぶ
り３回目。主催は日本対が
ん協会と北海道対がん協
会。朝日新聞社の特別後
援、厚生労働省、日本医師
会、北海道、札幌市、北海
道医師会、北海道新聞社、
ＨＴＢ北海道テレビ、北海
道健康づくり財団、北海道
健康をまもる地域団体連合
会の後援を受けた。
来年度は福岡市で開催さ
れる。

医師による面接・電話相談（要予約）
予約専用

03−3562−8015

日本対がん協会は、専門医による面接相談および
電話相談（ともに無料）を受け付けています。いずれ
も予約制で、予約・問い合わせは月曜から金曜の午前
10時から午後5時までに☎03−3562−8015へ。相談の時
間は電話が1人20分、面接は1人30分（診療ではありま
せん）
。詳しくはホームページ
（http://www.jcancer.
jp/）
をご覧ください。
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がん検診無料クーポン券の効果は頭打ち
乳がん
子宮頸がん
大腸がん

45～60歳で２年続けて減少
20、30、40歳で微増するも10年度より減
減少傾向

2012年度支部アンケート
がん検診受診率向上策の
一つとして国が2009年度
に導入したがん検診無料ク
ーポン券の効果が頭打ちに
なっていることが、日本対
がん協会のまとめた10年
度から12年度にかけての
受診者数調査で浮き彫りに
なった。対がん協会がグル
ープ支部の協力を得て、こ
の３年間の受診者数の推移
をアンケート形式で尋ねた
（回答は検診ごとにことな
るため、それぞれに記載）
。
その結果、乳がん検診で
は、無料クーポン券の対象

年齢のうち45、50、55、 5725人より1477人増えた
60歳の４つの年齢で11～
とはいえ、10年度の８万
0.3％減っていた。この年
7586人より１万384人の減
齢の減少傾向は２年連続
少。全体的な減少傾向には
で、減少ぶりもほぼ同様だ
歯止めがかかっていない。
った。40歳は２年続けて （同20支部）
増えたとはいえ、増加幅は
大腸がん検診も12年度
いずれも１％だった。
（回答
は男女とも40歳を除く４
支部は21支部）
つの年齢で減少か横ばい。
11年度に５つの年齢と
導入した11年度は男女と
も減少した子宮頸がん検診
も40歳で２倍以上、全体
は12年度に30歳で10％、 でも50～70％増加したこ
20歳で５％、40歳で３％
とと比べると、頭打ちにな
増えていた。ただ受診者数
っていることがくっきりし
でみると 1 2 年度は７万
た。
（同19支部）
7 2 0 2 人。1 1 年度の７万
導入当時は、著しく受診

者が伸びた「初回」の人へ
の効果も陰りを見せ、乳が
ん検診では12年度の40歳
の「横ばい」を除くと、そ
れ以外はすべて減少してい
た。
（同19支部）
子宮頸がん検診は12年
度、20、30、40歳で増加
傾向になったとはいえ、５
つの年齢でみると横ばいだ
った。
（同20支部）
大腸がん検診でも12年
度は男女とも減少し、男性
では１割以上も減ってい
た。
（回答支部は男が11支
部、女が12支部）

乳がん、子宮頸がん、大腸がん各検診の
「全体の受診者数」
（黒線）と「無料クーポン券対象者数」
（赤線）の推移
※2011年度調査は08年度を「１」とする指標で表し、2013年度調査は10年度を「１」として表した。
両年度の調査は支部数が異なるので連続した表記はできないが、受診者数の「頭打ち」
「減少傾向」が推測できる。

乳がん検診

2013年10月1日		
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子宮頸がん検診

大腸がん検診

無料クーポン券の対象を縮小へ

乳がんは40歳、子宮頸がんは20歳
厚生労働省は、女性特有
のがん対策として配布して
いる乳がんと子宮頸がんの
検診無料クーポン券の対象
を来年度はそれぞれ40歳、
20歳だけにする方針を決
め、予算の概算要求に盛り
込んだ。今年度までは乳が
んは40、45、50、55、60
歳に、子宮頸がんは2 0 、
25、30、35、40歳に配布
されている。無料クーポン
券には一定の効果があった
ものの、頭打ちの傾向があ
ることから、
「検診デビュ
ー」の年齢に限定されるこ
とになった。

無料クーポン券はまず乳
がんと子宮頸がんの検診に
対して2009年度に導入さ
れ、2011年度には大腸が
ん検診（対象は4 0、4 5、
50、55、60歳）にもとり
入れられた。
日本対がん協会が全国の
支部の協力を得て実施して
いる調査結果によると、導
入初年度には乳がん検診の
受診者は対象年齢で対前年
度比で83％増、子宮頸が
ん検診では同2.6倍と、大
幅な伸びがあった。しか
し、翌10年度からは乳が
んは横ばいか減少傾向に、

厚労省の来年度予算概算要求

子宮頸がんでは10年度も
さらに伸びたものの、その
後は漸減傾向にある。
大腸がんでも導入の翌年
度は男女とも７～５割の増
加があったが、13年度は
減少している。
厚労省は、無料クーポン
券でがん検診の認知は上が
り、一定の効果はあったも
のの、検診の「定着化」に
はいたっていないなどと判
断。５歳ごとに配布する方
式は、配布が「一巡」した
今年度で終え、来年度から
は年齢を限定することにし
た。大腸がん検診では当面

は続ける。
これに代わる形で厚労省
が来年度の導入を計画して
いるのが「がん検診コー
ル・リコール推進事業」
だ。無料クーポン券によっ
てがん検診の認知が進んだ
のを受け、定着化を図るの
が目的。乳がん検診では
41～60歳を、子宮頸がん
検診は21～40歳を対象に
する。
この事業に取り組もうと
する市区町村に対し、国が
２分の１を補助する。予算
額としては２億8000万円
を概算要求に盛り込んだ。
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命を祝福し、 命をしのび、 命を守るためにがんと闘う
リレー・フォー・ライフ 全国各地で開催中
リレー・フォー・ライフが９
月、全国21カ所で開かれた。今
年予定されている41カ所のほぼ
半数を数える。10月には10カ所
で開催される。患者・家族が、

友人・知人が、職場の仲間が、
そして初めてであった人たちが、
命を祝福し、命をしのび、命を
守るためにがんと闘う――そん
な姿を写真で追った。

阿波踊り 躍動感は地元ならでは＝徳島

願い 早く屋外で＝福島

絆

ぞろい＝兵庫・芦屋

歴代の実行委員長が勢

たちも

復興支援を続ける人
いち日も早く 東北 ーに＝宮城・名取
リレ

心は晴々 大雨に負けずウオーク＝宇都宮
感謝 参加者から千羽鶴の贈り物
＝千葉・八千代

アピール 猪瀬直樹・東京都知事、アグネス・チャンさん、
垣添忠生・日本対がん協会長
そろってがん征圧を訴え＝東京・上野

HOPE ５ｍの手作りの行燈が希望を
照らす＝京都・宇治

笑顔 「支」もリレーのキーワード＝岩手・一関

祈り 気になるのが天気です＝宮崎・綾
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2013年度の採択者は7人
RFLプロジェクト未来研究助成金決まる

リレー・フォー・ライフ
（ＲＦＬ）への寄付を基に、
がん研究をサポートするＲ
ＦＬプロジェクト未来研究
助成金の2013年度の採択
者が決まりました。がん患
者・家族、支援者の希望の
実現に向けた研究を支援す
るもので、今年度が２回目
です。同助成金審査委員会
での審査、並びに日本対が
ん協会内の手続きを経て選
ばれました。

繋がり

採択者とテーマ、助成金
額は次の通り（敬称略）
。
岡本康司（国立がん研究
センター研究所）＝単一細
胞レベルでの遺伝子発現解
析による難治がんの抗がん
剤耐性メカニズムの解明＝
300万円
片桐豊雅（徳島大学）＝
内分泌療法抵抗性乳がん克
服に向けた新規エストロゲ
ンシグナル制御機構の解明
と革新的治療法の開発＝

地域変える若い力

９月の初め、森本大樹さ
ん（29）は日本対がん協
会の担当者と一緒に、徳島
大学疾患プロテオゲノム研
究センターの片桐豊雅教授
を訪ねた。森本さんはリレ
ー・フォー・ライフ・ジャ
パン小松島の実行委員長。
胃がんの父、乳がんの姉の
闘病を見守ってきたケアギ
バーだ。
片桐教授は、がん細胞と
正常細胞で遺伝子の働きが
どのように異なるのか、研
究してきた。現在は、標準

的な治療法の一つが効かな
くなった乳がんの研究を続
けている。
森本さんは、研究室を案
内してもらいながら、日本
のがん研究について、片桐
教授から説明を受けた。そ
の中で、片桐教授がこんな
ケースを振り返った。
東京大学医科学研究所で
研究していた約５年前、滑
膜肉腫の治療薬研究に携わ
った。マウスを使った実験
の結果に期待がもたれたと
き、海外の患者の家族から
電話が入っ
た。
「いつ使え
るようになる
のか」
まだマウス
の実験段階だ
という説明を
繰り返して
も、片桐さん
はなかなか電
話を切ること
ができなかっ
た。それほ
研究室を案内してもらいながら、片桐教授（右）
から説明を受ける森本さん＝徳島大学で
ど、待ち焦が

200万円
清水研（国立がん研究セ
ンター中央病院）＝小児が
んの患者及び家族が有する
精神心理的苦痛の緩和を目
的としたがん診断時からの
介入プログラムの開発＝
200万円
清水重臣（東京医科歯科
大学）＝オートファジー細
胞死を標的とした新規抗癌
剤の開発＝200万円
坪野吉孝（早稲田大学）

＝がんサバイバーの食事と
運動に関する最新研究の情
報収集と情報提供の取り組
み＝200万円
西村歌織（北海道医療大
学）
＝インターネットを活用
したがん患者のための地域
限定型コミュニティ結成と
自助効果の検証＝100万円
吉田清嗣（東京慈恵会医
科大学）＝乳がん幹細胞の
維持機構とがん治療への応
用＝300万円

れる治療法だった。
その「新薬」の臨床試験
は現在、フランスで進めら
れている。日本では「患者
さんの数が少ない」という
理由で公的な支援が受けら
れなかった、という。
どうすれば日本のがん研
究とがん医療を進められる
か。森本さんは、対がん協
会の担当者の勧めもあって
片桐教授を10月12、13日
に予定する小松島でのリレ
ーに招き、シンポジウムを
開催することにした。実行
委員には徳島大学の学生も
いる。彼らを交え、若い世
代でがん医療の将来を語る
つもりだ。
森本さんは昨年１月、近
所に住む実行委員からリレ
ーを手伝ってほしいと頼ま
れた。小松島で５回目のリ
レーの準備が始まろうとし
たころ。
「リレーって？」
。森本さ
んにはさっぱり分からなか
った。それでもガソリンス
タンド勤務のかたわら空い
た時間に手伝いを始めた。
その年の春。知人に悪性
リンパ腫が見つかった。抗

がん剤治療。一時退院で帰
宅した知人は髪の毛が抜
け、面変わりをしていた。
自分に何ができるだろう
か。知人の闘病を目の当た
りにし、森本さんが出した
答えは「リレー」だった。
手探りで手伝った昨年の
リレーを終え、６回目の開
催の実行委員長に推され
た。
「世代交代」だった。
古い土地柄、家族にがん
患者がいても隠す風潮が残
る。リレーのことを説明し
ても、なかなか受け入れて
もらえない。そんな風土を
変えるのは若い力だと思っ
ている。
「中学生、高校生にも参
加してもらいたい。自分た
ちの世代が地域を変えるん
だということを考えてほし
い」と森本さん。
小松島のリレーでは中学
生たちもルミナリエを書い
ている。森本さんの思いを
受け止める土壌はある。
「日ごろの活動の中で、
がんに対する意識を変えて
いきたい。日常の中にリレ
ーがあるんじゃないでしょ
うか」
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北九州のスーパー
「ハローデイ」に感謝状

対がん協会

顧客がレシートで
「投票」 重さで寄付額決める

日本対がん協会（垣添忠
生会長）はこのほど、工夫
を凝らした寄付活動に取り

地域に根差したスーパー。
高級食材を扱う店舗も一部
で展開している。

同社は約 2 0
年前、大きな経
営危機に直面し

組んでいる北九州市のスー
パー
「ハローデイ」
（加治敬

昨年度、同社が寄付先と
して挙げた団体は、対がん

た。しかし「地
域の人たちが食

道社長）に感謝状を贈っ
た。昨年度は103万円を対
がん協会の子宮頸がん基金
に寄付するなど、これまで
に対がん協会に寄付した額
は計300万円近くになって
いる。同社が積極的に取り

協会など12団体。店舗に
これらの団体名を掲示する
とともに、
「投票箱」を設
置。昨年９月21日から３月
20日まで、
「投票期間」を
設定し、顧客が寄付先にと
考える団体の投票箱に、買

材を買い続け、
取引先が商品を
納入し続けてく
れたおかげで、
何とかもちこた
えられた」と河
原修・総務部係

日本対がん協会が贈った感謝状を手にするハロー
デイの徳留基雅・執行役員管理部副部長（右）と
河原修・総務部係長

組む社会貢献活動の一つ
い物をした際のレシートを
長。その感謝の気持ちを社
で、
毎年1000万円を寄付に
入れてもらった。
会に還元しようと2005年
あて、公益活動を行う複数
レシートの重さは計約
度からこの活動を始めた。
の団体を挙げ、顧客に、同
19㌧。それぞれの団体に
当初の寄付先は６団体が
社で買い物をした際のレシ 「投票」されたレシートの
ったが、徐々に増え、現在
ートで「投票」してもらい、 重さに応じて12団体それ
は12団体。寄付額を決め
その重さに応じて1000万
ぞれの寄付額を算定した。 るのも、レシートの金額を
円を比例配分している。
ただし昨年度は激甚災害に
集計していたが、時間がか
同社は福岡県内を中心
指定された地域に50万円
かるため、重さに変更。対
に、熊本や山口両県をあわ
を優先的に贈ったため、全
がん協会にはこれまでも
せて計49店舗を展開する、 体の寄付は950万円だった。 「乳がんをなくす ほほえ

「何もできていない……」と思い込まないで
「何もできなくて辛い
……」
30代の女性が絞り出す
ように発したひと言に、電
話を通しても、懸命に涙を
こらえている様子が分かり
ます。
お母さんが大腸がん。相
談者の女性は、結婚して実
家を出ていてお母さんと一
緒に暮らしていません。
幼い子どもがいるため頻
繁に見舞うことができな
い。電話でやりとりが精い
っぱい。自分は何もしてあ
げられていないからとても
辛い……。
この女性に限らず、娘さ
んからの相談では「何もで
きなくて辛い」という言葉

がよく聞かれます。もちろ
ん、娘さん以外の家族から
も同様の相談が寄せられる
ことは多いのですが、相談
者のように家庭を持ち、さ
らに子育て中ともなれば、
親ががんになったとき、親
の助けになりたいという思
いとは裏腹に、自分の家庭
のことで手一杯という方も
多いでしょう。
「何もできない」
「十分な
ことがしてあげられていな
い」という気持ちを抱かれ
るのはよく分かります。
でも、本当に何もできて
いないのでしょうか。決し
てそんなことはありませ
ん。この相談者を例にとっ
てみると、電話でお母さん

み基金」に計172万円を寄
付している。
同社の徳留基雅・執行役
員管理部副部長は「私たち
の会社は取引先に商品を持
ってきていただき、お客様
に買っていただいて成り立
っている。原点に『感謝』
が根付いている。これから
も続け、金額を増やしてい
きたい」と話している。

「がん相談ホットライン」より⑯

の不安や辛い気持ちをよく
聴いていました。これから
の治療に迷うお母さんと共
に悩み、真剣に考えていま
した。これも十分娘として
できることの一つですし、
むしろ大切なことです。
患者さんは不安や辛さな
ど抱えている気持ちを誰か
に聴いてもらえるだけで気
持ちが少し和らいだり、落
ち着いたりすることがあり
ます。気持ちに寄り添って
くれる人がいるだけで心強
くなれたり、一人じゃない
と思えたりすることがある
のです。
患者さんの迷いや悩みを
聞いたときに、それに「答
えなくてはいけない」と思

うことがあるかもしれませ
んが、気負う必要はありま
せん。その気持ちを受け止
め、一緒に迷い、一緒に悩
み、一緒に考える。それだ
けで十分な場合も少なくあ
りません。仮にそばにずっ
といたとしても、「一緒」
ということが感じられない
場合だってあるのです。
さらにこの相談者は、お
母さんと同居するお父さん
のことも気に掛け、お父さ
んの大変さにも配慮して労
うことを忘れていませんで
した。患者さんへの直接的
な行為ではありませんが、
そばで支えている人をサポ
ートすること、これもまた
できることの一つなのです。
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「乳がん検診は視触診なしで」
「40代は超音波検査の併用を」さまざまな意見

がん征圧全国大会記念シンポ
ディスカッションでは乳がん検診の課題について
活発な意見が交わされた

今年度のがん征圧全国大
会記念シンポジウムが大会
前日の９月12日、札幌市
の東京ドームホテル札幌で
開かれた。テーマは「新し
いがん検診のあり方を探る
～乳がん」。乳がん検診に
かかわる４氏による基調講
演・講演の後、それだけに
よる検診は「害がある」と
日本乳癌学会が指摘してい
る「視触診」を検診の項目
から外してもいいか、超音
波検査の有効性は、法律化
が予定されるがん登録で検
診はどう変わるか……な
ど、会場を交えて活発な討
論が交わされた。
まず大内憲明・東北大学
教授（東北大大学院医学系
研究科長・医学部長）が
「戦略研究J-STARTと乳
がん検診のあり方」と題し
て基調講演。この研究は、
参加登録された40代の女
性約７万6000人をマンモ
グラフィ検診を行うグルー
プと、マンモグラフィに加
えて超音波検査を行うグル
ープの２つに無作為に分
け、有効性を比較するもの
で、これほど多くの人が参
加した研究は世界でも例が
なく、その結果が注目され
ている。大内教授が研究リ
ーダーを務め、日本対がん
協会グループ支部も数多く
参加している。
大内教授は、超音波検査
を併用した場合には高濃度
乳房での乳がん発見率が高
い傾向にあることなど紹介

しながら、
「有効な検診を
正しく多くの人が受けられ
るよう」、視触診の廃止と
40歳以上を対象のマンモ
グラフィと超音波検査の併
用に重点を置いて検討して
いくなどと述べた。
続いて椎葉茂樹・厚生労
働省がん対策・健康増進課
長、平田公一・札幌医科大
学付属病院長、仁賀木由紀
子・公益財団法人福岡県す
こやか健康事業団新健診シ
ステムプロジェクトチーム
保健師の３人が講演した。
「がん対策におけるがん
検診・乳がん検診」と題し
て話した椎葉課長は、乳が
ん検診などの無料クーポン
券の発行などの対策を紹介
しつつ、来年度は受診勧奨
事業（コール・リコール）
などを事業化する計画で予
算を概算要求していること
を説明した。
平田病院長は「乳がん検
診の将来像に向けて～北海
道の現状と乳がん関連学術
団体の提言より」と題して
話した。医師や技師の人材

不足を課題として挙げる一
方で、がん検診のメリッ
ト・デメリットの情報を正
しく国民に提供することが
検診の信頼性を得ることに
つながると指摘した。
仁賀木さんは「がん検診
の現場から」と題し、早朝
健診やナイト検診、ショッ
ピングセンターでの健診な
ど福岡県内の２つの自治体
で取り組んだ受診率向上策
について報告した。
パネルディスカッション
に移って、エビデンスに欠
ける視触診が国のガイドラ
インに記載されている点に
焦点があてられた。
視触診を外してマンモグ
ラフィ単独検診が徐々に広
がりつつある現状が紹介さ
れ、椎葉課長は、指針が策
定された段階と現状に変化
があるのであれば、将来を
見据えて改定を検討しなけ
ればならないと話し、大内
教授は、視触診には科学的
根拠がない事、一方で超音
波検診に関する研究は途上
であり、今後も科学的根拠

をつくり続け、人材育成に
も力を入れていきたい、と
応じた。
椎葉課長から、がん登録
が法律で定められる予定で
あることが紹介された。が
ん発見の経緯も把握される
ことから、がん検診の精度
管理の向上につながること
などが話し合われた。
J-STARTがコホートの基
盤にならないか、定期検診
の履歴をデータベース化で
きないかなどの提言がなさ
れたが、10年、20年単位
の登録システムを維持して
いくのは研究費では難し
く、国の対応が課題になる
と指摘された。
シンポジウムは、公益財
団法人日本対がん協会と公
益財団法人北海道対がん協
会（日本対がん協会北海道
支部）が主催した。日本対
がん協会の小西宏マネジャ
ーが司会進行を担当した。
（シンポジウムの詳しい内
容は12月に発行を予定し
ている「対がん協会報」特
別号で紹介します。
）

