
　日本対がん協会はグループの道府県支部が実施した2011年度の「がん検診状況」と、2010年度の「追跡調査」ま
とめた。11年度にがん検診を受けた人は1,136万6,326人で10年度より26万2,882人減った。11年３月11日に起き
た東日本大震災と東京電力福島第一原発事故が大きく影響した（２面に部位別がん検診の受診者数表）。

　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。

　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。

がん相談ホットライン　祝日を除く毎日
03−3562−7830

医師による面接・電話相談（要予約）
予約専用　03−3562−8015

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
〒100−0006　東京都千代田区有楽町２−５−１　有楽町センタービル（マリオン）13Ｆ

☎（03）5218−4771　http://www.jcancer.jp/
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主
な
内
容

３面　がん相談ホットライン

４、５面　RFL全国終了会議
　　　　　繋がり②丘に集うみんなの希望

６、７面　がん征圧月間各地のイベント

１部70円（税抜き）

　東日本大震災と原発事故
は、岩手、宮城、福島３県
での検診を直撃した。受診
者は３県あわせて約10万
5000人の減少となった。
　一向に好転しない経済状
況に加え、競合する検診機
関の増加、集団検診から個
別健診への移行など、支部
のがん検診にとって厳しい
状況が続く中での震災・津
波と原発事故。国民の２人
に１人ががんを患う時代に
あって、がん対策のかぎの
一つである早期発見・早期
治療にも大きな影響を与え
たことになる。
　一方で、国や自治体、支
部の積極的な取り組みで受
診者が増えているケースも
ある。
　11年度の受診者が前年
度より増えた大腸、甲状
腺、前立腺の各がん検診の
うち、大腸がん検診では
10万人の受診者増となっ

ら将来へ向けた検診の理解
を図っている。
　がん対策推進協議会や、
がん検診のあり方に関する
検討会といった国の審議会
などでも、がん検診受診率
向上策が検討されている。
さまざまな機関が個別に対
策を進めるのではなく、そ
れぞれの特徴をいかした対
策をめざし、より緊密な連
携を図る必要がある。
　調査は各支部の協力を得
て実施。2012年12月13日
現在の数字をまとめた。

た。働く世代のがん対策と
して国が11年度に導入し
た無料クーポン券の効果が
大きかったとみられる。
　今年度の日本対がん協会
賞「団体の部」を受賞した香
川県宇多津町は、県内最下
位だった受診率をトップに
押し上げた。
　その理由は「未受診者へ
の再通知や電話による受診
奨励」だ。受診率を向上さ
せるには、勧奨や渉外担当
者などによる地道な活動が
大切なことが浮き彫りにな

った形だ。
　日本対がん協会では、各
地の実行委員会とともに開
くリレー・フォー・ライフ
や、事務局を務めるピンク
リボンフェスティバル活動
などでがん検診受診の重要
性をアピールしている。
　今年度からは、中学や高
校への出前授業「ドクター
ビジット」を朝日新聞社と
共催。がん教育DVD「がん
ちゃんの冒険」を通じて子
どもたちへのがん啓発活動
に取り組むことで、現在か

2011年度の検診受診者は1136万6326人　前年度より26万人減

東日本大震災・原発事故の影響大

各種がん検診の2011年度の実施状況
検　診

2011年度実施 前年度対比

団体数 受診者数 受診者 ポイント 発見がん数 がん発見率（%）
がん疑い
の数

胃 41 2,359,635 ▼72,012 ▼3.00 2,624 0.11 286
子宮頸 41 1,369,748 ▼81,849 ▼5.64 986 0.07 375
子宮体 17 28,317 ▼1,302 ▼4.40 44 0.17 13
乳房 41 1,261,882 ▼13,034 ▼4.08 2,631 0.22 397
肺 41 3,155,762 ▼219,053 ▼17.18 1,192 0.04 1,430
大腸 41 2,348,565 105,452 4.70 3,445 0.15 256
甲状腺 9 181,820 7,781 4.47 26 0.01 9
前立腺 35 381,497 25,811 7.26 1,769 0.50 1,996
肝胆膵腎 23 279,497 ▼14,676 ▼5.00 137 0.05 －
計 － 11,366,326 ▼262,882 ▼2.26 12,854 － －

（▼は減少）
※�がん発見率について：精密検査の結果を把握できない支部があるので必ずしも受診者数に対するものではない。
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【 部位別がん検診の受診者数 】
支部 胃 子宮頸部 子宮体 乳房 肺 大腸 甲状腺 前立腺 肝胆膵腎 受診者

総計
北海道 127,683 74,325 4,161 74,913 99,551 129,495 71,410 13,901 3,024 598,463
青森 81,464 41,540 92 27,121 82,457 91,807 − 22,576 9,659 356,716
岩手 103,871 45,250 174 34,045 14,311 103,131 29,413 1,570 13,811 345,576
宮城 179,579 106,467 2,092 50,646 17,202 58,189 − 4,813 1,883 420,871
秋田 48,016 21,330 50 16,038 57,840 65,248 − 23,428 − 231,950
山形 104,096 38,266 − 36,600 77,204 117,565 36,600 20,732 31,686 462,749
福島 95,095 72,958 152 19,135 211,622 109,569 − 25,340 − 533,871
茨城 92,363 96,715 2,034 59,432 212,054 148,045 − 47,785 16,371 674,799
栃木 67,550 44,193 2,795 46,827 69,523 84,037 − 23,605 224 338,754
群馬 39,920 32,492 − 25,403 118,280 33,826 25,237 18,428 − 293,586
埼玉 55,538 12,441 63 44,180 41,570 38,620 − 2,932 868 196,212
千葉 150,127 126,439 2,097 167,112 265,201 114,733 − 4,056 − 829,765
神奈川 知　　識　　普　　及　　活　　動
新潟 103,949 58,794 3,129 72,658 225,347 122,808 − 17,490 − 604,175
山梨 14,747 177 − 8,013 22,124 12,821 213 2,745 19,626 80,466
長野 68,930 18,849 − 40,175 103,436 108,684 − 12,388 869 353,331
富山 45,098 51,940 9,611 43,850 1,751 34,494 − 2,022 − 188,766
石川 29,747 16,837 − 22,190 26,196 25,599 13,389 1,782 − 135,740
福井 30,911 25,833 299 20,205 53,901 49,222 − − − 180,371
岐阜 知　　識　　普　　及　　活　　動
静岡 知　　識　　普　　及　　活　　動
愛知 24,898 10,713 − 10,095 26,408 16,187 − 2,795 − 91,096
三重 21,374 19,538 − 31,913 33,631 28,133 − 2,074 − 136,663
滋賀 15,340 7,613 − 8,666 5,024 14,317 − − − 50,960
京都 58,669 15,748 − 34,436 52,584 64,788 − 22,419 − 248,644
大阪 知　　識　　普　　及　　活　　動
兵庫 79,837 18,340 − 14,122 196,127 75,345 − − − 383,771
奈良 知　　識　　普　　及　　活　　動
和歌山 20,847 3,112 − 10,303 62,155 20,961 − − − 117,378
鳥取 29,724 12,096 − 9,153 31,087 37,151 15 4,018 3,056 126,300
島根 39,417 11,209 − 10,088 44,279 44,967 − − − 149,960
岡山 31,737 34,996 189 19,220 128,594 32,008 − 7,548 7,432 261,724
広島 26,411 13,980 − 16,206 23,270 32,308 − 7,446 3,056 122,677
山口 38,465 6,999 − 9,030 38,173 45,967 − 3,570 8,458 150,662
徳島 27,310 8,136 − 8,774 38,232 23,493 4,413 4,157 4,640 119,155
香川 25,776 12,662 − 10,848 75,189 19,080 − − − 143,555
愛媛 47,738 25,823 − 28,007 60,942 63,190 − 13,133 15,416 254,249
高知 62,627 22,654 − 20,960 114,062 63,079 − 7,220 8,746 299,348
福岡 78,370 58,393 − 57,317 40,151 61,048 − 11,147 12,242 318,668
佐賀 27,591 27,309 572 16,532 32,073 25,996 − 5,916 − 135,989
長崎 26,730 18,557 − 19,367 41,602 33,727 − 10,089 3,888 153,960
熊本 48,873 37,527 590 31,207 73,169 51,049 − 7,726 48,299 298,440
大分 22,179 22,342 − 15,302 29,476 24,246 − 3,727 961 118,233
宮崎 32,497 16,849 − 5,154 48,986 21,768 − 8,270 1,139 134,663
鹿児島 99,552 66,663 − 52,210 155,519 57,500 1,130 9,424 63,746 505,744
沖縄 34,989 13,643 217 14,429 105,459 44,364 − 5,225 − 218,326
合計 2,359,635 1,369,748 28,317 1,261,882 3,155,762 2,348,565 181,820 381,497 279,100 11,366,326

22年度 2,431,647 1,451,597 29,619 1,274,916 3,374,815 2,243,113 174,039 355,686 293,776 11,629,208
この表は支部が把握・確認しているデータだが、栃木と埼玉の各部位別検診者は、精密検査結果の把握及び発見がん追跡調査を実
施している住民検診の集計となる。また、長野の肺がんの集計は、精密検査の結果を把握している住民検診のみとなっている。京
都の胃がん、子宮頸がん、大腸がん、前立腺がんについても支部が把握しているか、委託先から結果が戻ってきたデータのみとな
っている。
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こと、次に何をする必要が
あるかなどを理解していた
だくようにしていきます。
　具体的なことはまた次回
にお話したいと考えていま
すが、ともかく、限られた
時間の中で病気や治療につ
いて知り、治療の選択のみ
ならず、仕事や生活のこと
を考え決断していくことは
難しいものです。
　「これからどうしたらい
いの？」「誰に相談したらい
いのかわからない」−そ
んな思いがよぎったら、
「がん相談ホットライン」を
ご利用下さい。あなたと共
にこれからのことを考え、
少しでも力になりたいと思
っています。

いうことに進むには欠かせ
ないことなのです。
　乳がんと一言にいっても
見つかった時の病状は様々
です。病状に応じた治療方
針をたてなければなりませ
んが、そのためには今の自
分の病状を知ることが大切
になります。そして標準的
な治療方法のことも理解す
ることが欠かせません。
　受話器から伝わる声音、
息遣いに耳をそばだてなが
ら、丁寧に話していきま
す。決して急がない、いつ
も肝に銘じていることで
す。担当医の説明を振り返
って一つひとつ整理してい
くことで、相談者に必要な
情報や担当医に確認すべき

せん。乳がんはどんな手術
をするのでしょうか。もう
私はダメということでしょ
うか」
　声音（こわね）から、強い
不安と混乱がはっきりとわ
かります。よくある相談の
一つでもあります。
　私たち相談員が心がける
のは、いま抱えている気持
ちや不安をじっくり聴き、
気持ちを十分に受け止める
ことです。それで全ての不
安を取り除けるというわけ
ではありませんが、不安や
戸惑いを抱えながらも、少
し落ち着いて考えられるよ
うになる方も少なくありま
せん。
　次にどうしたらよいかと

　がんと診断された時、よ
く「頭が真っ白になった」と
表現されます。実際、相談
者の中にもそう話す方は少
なくありません。２人に１
人ががんになる時代と言わ
れ、誰もががんになる可能
性はあるけれども、現実に
自分の身に起こった時に動
揺することなく受け止めら
れる人はそう多くないでし
ょう。
　先日、乳がんと診断され
たばかりだという方から、
こんな相談がありました。
　「頭が真っ白になってし
まってよく覚えていませ
ん。手術するということだ
けは覚えていますが、治療
のことはまったくわかりま

「頭が真っ白になった」とき 「がん相談ホットライン」より⑧

　日本対がん協会は「がん
相談ホットライン」の2011
年度の年報をまとめた。相
談件数は9124件。前年度
より280件増えた。ただ
2006年度の開設以来毎年
1000～2000件ずつ増えて
きたことを考えると、増加
ぶりは鈍った。背景とし
て、がん診療連携拠点病院
などでの相談態勢が整備さ
れてきたことが挙げられ
る。
　2011年３月の東日本大
震災で東京電力福島第一原
発の事故が起き、放射性物
質が環境中に放出された影
響で、医療被ばくに関する
相談が目立った。
　「定期的に受けている
CT検査での放射線被ばく
でがんが再発しないか」「Ｘ
線検査を受けても大丈夫

戸惑う、といったケース
だ。患者本人の子どもから
の相談が全体の16.3%で、
前年度のより0.8ポイント
増えている。
　相談に応じる立場から
は、これまで親とどのよう
な会話を交わしてきたかを
尋ね、本人との会話を振り
返ってもらって本人の意向
を忖度したり、担当医を交
えて検討したりすることを
アドバイスしている。
　相談9124件の相談内容
は、治療25.7%、症状・副
作用・後遺症18.3%、不安
など心の問題16.2%、検
診・検査8.7%、入院・退院・
転院4.4%となっている。
心の問題は内訳では３番目
だが、件数は1475件でこ
れまでで最も多かった。

か」といった内容で、原発
事故ががん患者に大きな影
響を与えている。
　男性からの子宮頸がんに
関する相談も増えた。「パー
トナーに子宮頸がんが見つ
かったのは自分のせいか」
「感染経路をめぐって関係
が悪くなった」など、パー
トナーとの信頼関係に影響
を及ぼしているケースもあ
った。
　子宮頸がんワクチンが導
入され、子宮頸がんの原因
となるHPV（ヒトパピロー
マウイルス）の感染ルート
が主に性交渉だということ
がマスコミで取り上げら
れ、男性の関心が高まった
ようだ。
　HPVは誰もが感染する
可能性があることや、感染
から発病まで５～10年以

上かかることなど、正しい
情報を発信することの重要
性が浮き彫りになった。
　在宅療養への相談も少な
くない。国の政策誘導もあ
って、入院日数が減り、在
宅療養への移行が進められ
ている。
　相談では「自宅に戻って
も大丈夫なのか」という不
安を訴える人のほか、病院
側に在宅療養を勧められ、
戸惑う人や、不安をどこに
相談すればいいのかわから
ない人もいた。在宅療養に
関する情報が不足している
ことが見受けられた。
　高齢化を反映したような
相談も目立っている。
　認知症の親ががんを患
い、病状の理解、治療法の
選択ができない中、子ども
が決めざるを得なくなって

放射線被ばくへの不安、男性からの子宮頸がん相談、在宅療養……
がん相談ホットラインにうかぶ様々な悩み　相談件数は9124件　　2011年度年報　
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　この季節、その丘を訪れ
るのは、ジョギングやスポ
ーツのトレーニングをする
人ぐらいだろう。散歩をす
るには風が冷たすぎる。
　大分市郊外にある大分ス
ポーツ公園。９月のある一
日、延べ5000人もの人々
が、ひとつの目的のために
集う。「リレー・フォー・ラ
イフin大分」。ここで開催
されるようになって昨年で
３年。日本でのひとつのモ
デルとも言えるリレーだ。
2012年に実行委員長をつ
とめたのが山本克枝さん
だ。
　山本さんに乳がんが見つ
かったのは６年前の春、ち
ょうど50歳のときだった。
手に触れた「しこり」は問題
なかったが、その近くにが
んがあった。外では保育士
として園児たちの世話を
し、内では妻であり、３人
の子どもの母親である。忙
しくて忙しくて、乳がん検
診を受ける機会と巡り会わ
ないままだった。
　乳房温存手術に続いて抗
がん剤の治療。仕事は３カ
月休んだ。復帰してからも
放射線治療が続いた。園児
のお昼寝の間に通院した。

　昨年のリレー・フォー・ラ
イフ（RFL）は全国で36会
場。「それを担当する日本対
がん協会のスタッフは３人
でした」。そう話すと、み
なさん、びっくりします。
　仲間を募る。寄付を集め
る。イベントを企画・準備・
運営をする……RFLの説
明をしていくと、「たった
３人でできたんですか」。
みなさんの顔にいくつもの
「？」が浮かんでくるのがわ
かります。
　もちろん、私たちだけで
は到底実行できません。各
地の実行委員、そして趣旨
に賛同してくれる多くの
方々のおかげです。
　日本のRFLは、本家の
アメリカ対がん協会（ＡＣ
Ｓ）のライセンスを受けた
日本対がん協会と、サバイ
バーや家族、支援者の方々
でつくる実行委員会が一緒
に開いています。私たち
は、趣旨が一致し、枠組み
さえ確固としていれば、地
域の実情に応じた、いろん
なRFLの形があっていい
と思っています。
　各実行委員、支援者の
方々が「開催してよかった。
来年また会おうね」と思っ
てもらえるよう、物心両面

た。山下さんは、会場やス
テージ、ルミナリエにほと
んど費用をかけずに開催で
きたことを紹介。増田さん
は、地域を巻き込んだ取り
組みを語った。アグネスさ
んは「いつか日本発の治療
法が生まれたら、この一生
が報われる。一緒に頑張り
ましょう」と力強く訴えた。
　対がん協会の田渕勝雄
RFLチーフ・ディレクター

す。実行委員が人脈をたど
って5000円、１万円の寄
付を募る。参加チームには
5000円の目標を設けてル
ミナリエを販売したり募金
箱を設置したりしてもら
う。日々小さな希望を紡ぎ、
年に１回、「みんな」が集っ
て大きなHOPEを掲げる。
　１回目（08年）の参加者
は延べ3000人、参加チー
ム40、寄付総額302万5646
円、寄付率77.25%。
　以来参加者、寄付率とも
１回目を下回ったことはな
く、昨年は参加者延べ
5000人、参加チーム63、
寄付総額339万3182円、寄
付率79.08%となった。

（日本対がん協会　阿南里
恵）

るRFLを目指します。
　「がん患者を讃え励ます」
「がんの知識を普及・啓発さ
せる」「がん征圧のための資
金を集める」
　みなさん、この３つの目
的の達成目指し、手を携え
て歩んでいきましょう。

（日本対がん協会　RFLジ
ャパン　チーフ・ディレク
ター　田渕勝雄）

「対がん協会報」第593
号（１月１日発行）の
７面「リレー・フォー・
ライフ・ジャパン　
2012年　全国一覧」
で、「横浜」の参加人
数が「1,100」とあるの
は「20,000」の、「大阪」
のチームが「38」でサ
バイバーが「82」とあ
るのはそれぞれ「58」
「107」の誤りでした。
訂正します。

ら約80人を前に、日本対
がん協会の箱島信一理事長
があいさつし、日ごろの労
をねぎらった。
　2012年の開催について
岐阜の山下芙美子さん、大
阪の増田悦子さん、横浜の
アグネス・チャンさんの３
人の実行委員長が報告し

り交わす覚書についての説
明もあった。日本対がん協
会側が示した文面に、参加
者からの質問が集中。各実
行委員らの意見を聞いて検
討することになった。
　今年度は３月30、31日
の沖縄・宜野座村での開催
で終了。2013年度は４月
20、21日に予定される静
岡市でのリレーがスタート
になる。

　仕事と家庭と治療の日々
に気力、体力が萎えた。園
児の笑顔に元気をもらった
こともあったが、手術から
１年ほどたった08年春に
退職した。しんどいし、不
安だし、ことさら「１人」が
意識されて寂しい。家族も
どう接すればいいのか分か
らず、夫婦の間にいさかい
が増えた。
　仕事をやめたちょうどそ
のころ、テレビでリレー・
フォー・ライフという言葉
を聞いた。背骨にできた骨
肉腫の再発が前年に治まっ
たばかりの坂下千端子さん
という女性が大分で開こう
と仲間を募集しているとい
う。
　「リレーって？」という疑

で支援する。それが私たち
の使命だと考えています
（「物」は小さいですが、「心」
は大きい、つもりです）。
　私たちの仕事を紹介しま
しょう。
　１月には終了会議があり
ます。前年に開催した各地
の代表者が集まります。「ど
んな意見が出るんだろう
な？」。私たちは戦々恐々、
その段取りに追われます。
　２、３月は新年度の予算
作成、新規グッズの検討、
チラシの作成など、どんな
サポートをすれば充実した
RFLが開催できるか、検
討に検討を重ねます。
　春。一気にRFLシーズ
ンを迎えます。今年は４月
の静岡がスタートです。私
たちスタッフ一同、野外活
動モードにシフトします。
　私は昨年、協会代表とし
て12会場に出かけました。
金曜に準備を手伝い、土曜
は一緒に会場設営。会場で
夜を明かし、日曜の閉会式
に参加し、後片付けのお手
伝い。そんな週末が２カ月
続きました。
　スタッフはみんな、参加
者が満足してくれるRFL
の開催のために奔走してい
ます。開催が集中する９

が、2012年中に36会場で
開催され、対がん協会への
寄付が5000万円を超えた
ことを報告。がん研究を助
成する「プロジェクト未来」
に1500万円、がん専門医
を育てる奨学医助成に
1000万円、電話などの相
談に1200万円、がん検診
受診啓発に700万円、RFL
運営経費に1100万円を充
てる計画を説明した。

同世代も年配の人もいた。
サバイバーがいて支援者が
いる。「がん」という言葉が
ふつうに語られていた。そ
の空気が新鮮で自身のこと
を素直に話せた。08年10
月、大分大学医学部のグラ
ウンドで大分初のリレーが
実現した。
　毎月サロン（茶話会）を開
く。がん患者や家族、医療
関係者……その時々、様々
な人が集って語り合う。
　「自分だけじゃない、み
んな悩みを抱えているんだ
っていつも気づくんです」
と山本さん。
　がん患者を支えることが
リレーの目的だ。そのため
に寄付を募る。参加人数の
目標を立て経費を割り出

月、10月。開催日が重な
れば、土曜の夜に次の会場
に向かいます。まさに怒涛
のよう、です。
　銀杏が黄金色に変わりは
じめたころから各地の報告
のまとめます。そうこうす
るうちにACSへのレポー
トの締め切りの12月末が
迫ってきます。
　各実行委員会は様々な課
題を抱えています。寄付の
集め方、経費の抑え方、参
加者の募り方、仲間の増や
し方……「対がん協会のサ
ポートが足りない」と、し
ばしばお叱りを受けます。
　こうした反省もあり、日
本対がん協会は「ビジョン
2013」を打ち出し、５年後
の100カ所開催を見据え、
スタッフを20人に増やす
ことにしました。そして、
各地の実行委員会との連携
を密にしながら、がんに負
けない社会の実現につなが

　今年度のリレー・フォー・
ライフ（RFL）を振り返る
とともに2013年度の開催
に向けて意見を交わす「リ
レー・フォー・ライフ・ジャ
パン2012全国終了会議」が
１月20日、東京・有楽町の
朝日スクエアで開かれた。
　参加した各地の実行委員

　2013年度の目標に関し
ては、対がん協会の岡本宏
之RFLチーフ・プロデュー
サーが発表した。開催地は
50会場、寄付金7500万円
を掲げ、そのために必要な
スタッフ、広報や募金活動
の強化をはじめとする行動
計画を例示した。
　アメリカ対がん協会の要
望もあって、各実行委員会
と日本対がん協会の間で取

全国終了会議「開催地は50カ所、寄付金は7500万円」
2013年度のリレー・フォー・ライフ・ジャパンの目標を報告

終了会議の最後に集合写真を撮り、2013年度の開催の成功を誓った

大分のリレーは毎年、大勢の参加者で混雑する

人員増強で100カ所開催に備える　リレー・フォー・ライフ（RFL）チーム

リレー・フォー・ライフを担当する日本対がん協会のスタッフ。
（左から）岡本宏之、梶田亜由美、田渕勝雄、中島清荘

繋がり②　丘に集うみんなの希望

問を感じる前に、
坂下さんの笑顔に
ひきつけられた。
「がんって、暗い
ばかりじゃないん
だ」
　同じ画面に見知
った顔が映った。
夫の職場の後輩だ
った。とにかく、実
行委員会にいって
みよう」と思った。
　男性も女性も、

〈 訂正 〉
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北海道
第45回がん予防道民大会が千歳市にて開催され一般参加者に加え、恵庭南高校生も参加。式典では、がん予
防功労賞表彰、特別講演、健康講話を行った。また、道内２カ所で、一般の方を対象にがん予防の正しい知
識を学ぶための講習会を開催した。

青　森
地元テレビ局、自治体のイベントへ参加し、検診車やパネル展示、乳房自己触診法の指導などがん予防の普
及啓発を実施。地元新聞社に理事長対談記事（今年度は、県知事と対談）を掲載。スローガン等の懸垂幕及び
看板の掲示を実施した。

岩　手 昨年度に作成した当協会のオリジナルソングを使い、テレビ・ラジオでCMを放送した。

宮　城
仙台市中心部での検診啓発行進を実施したほか、講演会、新聞への広告掲載などがんに対する正しい知識の
普及と啓発活動に務めた。また、協会職員が地元テレビに出演し、早期発見・早期治療のための検診の大切さ
と、がん征圧月間の告知を行った。

秋　田
県北、中央、県南（10月末実施）の３地区において、実施地区における市町村の地区イベントと共催して、「健
康・環境フェスタ2012」を開催し、パネル展示、啓発グッズを配布した。また、がんに関するミニ講座を開催
し、がん検診の普及啓発活動を実施した。

山　形
今回で３回目となる「健康啓発セミナー」と「健康啓発キャンペーン」を併せたイベントである「みんなで広げよ
う！健康の輪2012」を全職員で実施し、来場者やラジオの聴衆者等、広く県民へがん征圧・がん検診受診を呼
びかけた。

福　島
８月24日（金）に日本対がん協会との共催により、「全国巡回がんセミナー	がんで泣くより	笑って予防」を開催
し、広く県民へがん検診の普及啓発に努めた。「リレー・フォー・ライフ2012	 in	福島」では、横断幕やのぼりを
活用し、がん検診の重要性を訴えた。

茨　城
全国紙、地元紙への新聞広告掲載、市町村でのがん征圧月間ポスターの提示に加え、今年度はラジオ番組へ
の生出演、インターネット配信ならびに水戸駅前大型ビジョンを活用した広報活動を行い、より積極的に検
診による早期発見の重要性を呼びかけた。

栃　木
がんに対する知識普及啓発キャンペーンを実施し、がん征圧に関するグッズ等を配布てがん征圧募金への協
力をお願いした。また、半年に渡るFMラジオでのがん検診受診勧奨CMの放送やラジオの内容を新聞に掲載
するコラボ企画、乳がんの特別番組の制作放送を行った。

群　馬
毎年行われている新聞社主催のピンクリボン啓発事業「ハワイアン	 in	グリーンドーム」に県がん患者連絡協議
会員と支部職員が参加し、受診勧奨と乳がん自己検診法の周知を行った。また、ステージでは「マンモグラフ
ィー検査」について10分間の寸劇を行い、乳がん検診の不安解消と検診の必要性をPRした。

埼　玉
県内医療機関や市町村、保健所、業者等に本部製作のポスター（２種類）を送付、掲示することで広く県民へ
の周知に努めた。また、支部製作のリーフレット「がん征圧運動にご協力ください」も同様に送付し、がん征
圧への寄付を募った。

千　葉

今年も「ちからを合わせてがんにうち克つ」をメインスローガンに掲げ、会場となったショッピングセンター
内で、がん予防展、乳がん検診、がん講演会を同時に開催し、市原市をはじめ県や後援団体の支援を得て、
専門医による医療相談、がんに関する各種情報の提供や啓発資料の配布を行った。乳がんマンモグラフィ検
診は、県の広報誌への掲載や無料クーポン券利用による受診者へのアピールの効果により、募集人数を超え
る応募があり、成功裏に終えた。

神奈川
９月にはがん予防のラジオ番組を放送しているが、放送が７年間にわたり継続したことで「９月はがん征圧月
間」が浸透してきたように思える。放送内容は予防に重点をおいて、食事や運動など身近ながん予防の内容を
放送している。

新　潟
今年で29回目となる「がん征圧新潟県大会」を開催。特別講演は「胃がん」に関することにつて動画を交え、一
般にわかりやすい内容となった。また、今年初の試みでミニコンサートを行ったが、「特別講演で勉強し、コ
ンサートで心が和らいだ」と評判はよかった。「がんちゃんの冒険」のDVD映写も非常にわかりやすいという意
見だった。

山　梨
がん征圧街頭キャンペーンを２回実施した。１回目は初めて中心部を離れて富士北麓地域で、２回目は甲府
駅前において県内企業５社との協働で街頭キャンペーンを行い、広く活発に県民に呼びかけを行った。この
模様は新聞、ニュースでも報道された。

長　野
JR長野駅ホーム３・５番線の階段ステッカー、しなの鉄道・JR線電車内にステッカー広告を張り、県内の電車
利用者に広く啓発を行った。また今年度は長野県で一番購読数の多い信濃毎日新聞で征圧月間の特集を全面
で掲載、広報した。

富　山
パネル展示を中心とした「がん予防健康展」を開催したほか、懸垂幕による屋外宣伝、地元ラジオや新聞紙に
よるCMや景品付きクイズ形式のがん予防広告、さらにエコーはがき７万枚を作成して県内郵便局で販売する
など、普及啓発に努めた。

石　川
かなざわピンクリボンプロジェクト事業を今年も全面的に参加・協力した。ウオーキングは台風接近で急遽３
kmコースのみとなり、開始時間も30分早めて開催したが、550人の参加あり、ゲストの井上あずみさん、越
川優選手も雨の中ピンクのＴシャツ姿で風船を掲げ歩いた。会場ではトークショー、ピンクスィーツの販売、
アンケート調査など多彩な催しが展開され雨にも負けず賑わいとなった。

福　井
がんに正面から向き合うことができ、がんを知ってもらう機会として重要なイベントと考える「リレー・フォ
ー・ライフ」を開催した。また、受診者増のため市や町の啓発活動と連携することが必要と考え、市や町の啓
発の手伝う方向で月間活動を実施した。

岐　阜 岐阜新聞、朝日新聞、読売新聞に、岐阜県の現状を紹介したり、がん征圧スローガンの広告を掲載したりし
た。また、10月13～14日に開催したリレーフォーライフについても紹介した。

静　岡
静岡市で開催の県大会では、長年がん征圧に尽力された関係者を表彰するとともにがん予防講演会等を実施
した。また、焼津市と下田市で講演会を、富士市と湖西市で健康まつり出展キャンペーンを行った。なお、
地元新聞・TV等でがん検診受診奨励のPRを行った。

2012年度　がん征圧月間行事支部報告まとめ　
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愛　知
県民健康祭（あいち健康プラザ）で乳がん無料検診、乳がん自己検診法の説明会、がん検診・予防の作文入賞者
の表彰式を行った。また、「リレー・フォー・ライフ	in	岡崎」「ピンクリボンスマイルウォーク	in	Nagoya」では
乳がん無料検診で協力した。

三　重
がん征圧を目的としたテレビ・ラジオ用CMを作成、放送し、がん検診受診の呼びかけを行った。がん患者の
生活の質の向上を目的としたセミナー等を開催した。乳がん・大腸がんの無料検診を実施し受診率向上を図っ
た。

滋　賀
がんに対する正しい知識と無料乳がん検診周知のため、ホームページのデータ更新とポスター、応募ハガキ
付きチラシを作成し、街頭啓発を実施した。また、地域情報新聞にも広告し、これらを見て応募のあった69
名のうち58名に対し、クーポンを利用して乳がん検診を実施した。

京　都
「結核の予防とがんを考えるつどい」を開催。京都予防医学センター附属診療所の八城博子氏が「消化器がん	検
診とその予防」と題して講演。参加者に抽選で日本対がん協会発行のマンモグラフィ無料クーポン券50枚を進
呈した。

大　阪
大阪で初開催のリレー・フォー・ライフではPRや運営にも参加した。がん予防キャンペーンや成人病公開講座
では主催団体として広報に務めた。昨年に続き乳がん検診無料クーポン券のプレゼントを企画、346人の応募
があり100人に贈呈した。

兵　庫
医療関係機関等での啓発ポスターの掲示、県庁及び三宮センタープラザ等にて横断幕等の掲示、県内で実施
されたリレー・フォー・ライフ及び三ノ宮駅等にて啓発資材（ティッシュ）の配布等によりがん予防について広
く県民に普及啓発した。

奈　良 今年の奈良県がん征圧大会は、奈良県臨床衛生検査技師会のガン撲滅のための臨床検査展との共同開催とし
て実施した。また若年層の女性に参加してもらえる様、子ども連れで参加できるような企画も実施した。

和歌山 朝日新聞など全国紙への広告掲載や和歌山放送ラジオCMなどで、検診の重要性を県民に広くPRした。

鳥　取
鳥取県、鳥取県医師会と共催（新日本海新聞後援）で、がん征圧月間及び鳥取県がん征圧大会の周知を目的に
がん征圧キャンペーンを行い、11月13日（火）に第40回を記念して、鳥取県がん征圧大会に併せて、日本対が
ん協会本部と共催で全国巡回がんセミナーを開催した。日本対がん協会の垣添会長、女優の仁科亜季子さん
の特別講演を開催。450人が来場者し、がん征圧に向け有意義な大会となった。

島　根
例年の街頭キャンペーンとは異なり商業施設に特設ステージを設け、女子大生グループによる子宮頸がんに
関する啓発、地元プロバスケットボールチームの選手にがん検診を体験してもらい、その模様を映像で流し
ながらのトークショーを開催した。

岡　山 入賞作品掲載のカレンダー2,800枚を作成し、県・市町村・県警及び県下の学校など関係機関へ配布した。

広　島 フードフェスティバルや繁華街での無料肺がん検診を実施し、定期的ながん検診受診勧奨を行った。また、
禁煙防止ポスター展や電光掲示板・新聞掲載によるがん予防普及啓発に努めた。

山　口 県内７箇所に設置されている電光掲示板を利用しスローガンをPR。この他、全国紙・地方紙にも広告を掲載し
て啓発した。

徳　島
徳島県と公益財団法人とくしま未来健康づくり機構との共催により「健康を考える県民のつどい」開催した。
また、がん征圧月間広報用シートを作成し、胃がん検診車の側面に貼り付け県内を巡回し、がん予防の普及
啓発に努めた。	

香　川 10月８日（日）に、香川県主催「かがわ福祉・介護フェア」に共催し、乳がん検診の未受診者を対象に無料クーポ
ンを使った乳がん検診を実施。その他、肺年齢測定やパネル展示、チラシを配布し啓発活動を行った。

愛　媛
がん征圧月間中の活動は、ポスターをJRの主要５駅および伊予鉄道５駅の構内に掲示、市内電車内の映像広
告にスローガンを載せた画像を放映、人通りの多い場所に懸垂幕を設置する等、がんの正しい知識の普及と
早期発見・早期治療を伝える活動を行った。また、期間外ではありますが、11月に「がん検診セミナー」を当施
設内にて開催した。

高　知
９月29日に無料検診（胸部、胃がん、乳がん、子宮がん）を実施し、がん関連の資料等を配布した。また、地
元テレビ、新聞への広告掲載、県下医療機関や市町村等にがん征圧月間のポスターを配布し、がん検診によ
る早期発見の重要性を呼びかけた。

福　岡
毎年開催している講演会「がん征圧の集い」を今年も開催し、「～つなごう命　笑おう人生～」をテーマに、学
術講演、イリュージョンショー、啓発寸劇、リレー・フォー・ライフのPRと、盛り沢山の内容で、参加者の方
には大変好評だった。

佐　賀
県と共催のピンクリボンキャンペーンでは、若い母親に子どもと一緒に足を運んでもらう企画「ハッピーファ
ミリーライブ」をメインプログラムとし、開幕までのトークセッション、終演後の触診モデル触知、検診車見
学を体験してもらった。

長　崎 長崎県・長崎市の特定健診受診率向上強化月間街頭キャンペーンに協賛して、肺がん検診135名を長崎市内で
実施した。また、本部制作ポスターの配布や新聞記事への広告に協賛し、行政他各方面へ募金をお願いした。	

熊　本
例年、熊本で実施しているがんと結核の撲滅キャンペーン「ヘルシーデイ」において、今年度はボランティア
団体と共に「がん」をテーマにしたステージショー通じて啓発した。子ども受けのよいヒーローショーにした
ので親子連れの幅広い年齢層へ啓発することができた。

大　分 大分合同新聞、朝日新聞、讀賣新聞３紙にがん征圧月間広告を掲載。また県下市町村、がん精密検診協力医
療機関にがん征圧月間ポスター、禁煙ポスターを配布した。

宮　崎 今年も街頭キャンペーンや新聞広告、垂れ幕掲示や電光掲示板などを行った。街頭キャンペーンでは、乳が
ん検診を同時実施し、買い物客の検診への関心を高める広報活動となった。

鹿児島
今年より命のリレーから「リレー・フォー・ライフ」として新たにスタートピンクリボン運動は、イベントに参
加し、ピンクツリーを設置した。また「かごしまがん征圧県民大会」を開催、特別講演には同郷の女優・愛華み
れさんを迎え、がん征圧に向けての機運を高める内容とした。

沖　縄 沖縄県のがんの部位別死亡率は、男女ともに肺がんが第１位であり、予防対策の一環としてマルチヘリカル
CT検診車を活用し、肺がんCT検診の受診を呼びかけ早期発見の重要性をアピールした。

2012年1月13日
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ピンクリボン自販機　都道府県のすべてに設置
計833台に

　ピンクリボン運動に賛同
しているキリンビバレッジ
（東京都渋谷区）の「ピンク
リボン自動販売機」が47都
道府県のすべてに設置され
た。台数は計833台。同社
は今年10月のピンクリボ
ン月間に向けて1000台を
目標に「ピンクリボン自販
機」を増やしたい考えだ。
　この自販機は鮮やかなピ
ンクに彩られ、乳がん検診
の重要性を訴えるデザイン
があしらわれている。社会

やアドバイスを受けなが
ら、様々な課題に挑戦。最
後は１ホールをプレーし、
バーディーを獲得した。

基金」に寄付された。
昨年７月から一部の自
販機で、ヤクルト（東
京都港区）の飲料も販
売されるようになり、
幅が広がっている。
　キリンビバレッジの
社員はピンクリボンバ
ッジを胸元に着用、ま
た名刺にもピンクリボ
ンシールを添付するな
どして社内外で身近な
ところから乳がん啓発
活動を推進している。

が難ショットに挑み、成功
すると同社が寄付をすると
いう企画。女子大生たち
は、古閑美保プロのお手本

貢献活動の一環として同社
が2008年に導入した。
　企業などに設置する動き
が広がり、昨年末までに
833台になった。全国で唯
一、置いていなかった和歌
山県に昨年12月に設置さ
れ、すべての都道府県に行
き渡った。
　同社と、自販機の設置先
の団体から、売り上げの一
部を日本対がん協会に寄付
される仕組みで、今年度は
計約1026万円が「ほほえみ

　ピンクリボン支援のチャ
リティ企画を毎年実施して
いるゴルフ専門チャンネル
の「ゴルフネットワーク」
（東京都港区）は女子大生ゴ
ルファーらが参加したイベ
ントなどを実施し、参加費
など約113万円を日本対が
ん協会に寄付した。
　ゴルフネットワークのイ
ベントは今年度が８年目。
まだピンクリボン運動が日

は、各国のピンクリボン運
動を支援する「PINK	 HO	
PE」キャンペーンを展開。
ピンクのクリスタルを使用
したチャームやボールペン
などのピンクリボン商品を
販売し、売り上げの一部を
各国の啓発団体に寄付して

本に普及していなかった
「草創期」から、ゴルフを通
じて多くの人にピンクリボ
ン活動を知ってもらい、乳
がんの早期発見・診断・治療
につなげようと活動してき
た。
　今年度は９月に「ピンク
リボンレディースレッスン
＆女子会」、11月に「ピン
クリボンレディースダブル
スチャリティゴルフ」、12

　スワロフスキー・ジャパ
ン（東京都港区）はこのほ
ど、日本対がん協会の「ほ
ほえみ基金」に約117万円
を寄付した。
　カットクリスタルのトッ
プブランドとして世界的に
知られるスワロフスキー

ファッション、ゴルフ、自販機
それぞれの企業活動を通じてピンクリボン運動支援

　乳がん征圧をめざすピンクリボン運動がさらに広がっています。乳がんは治療法の進展で早期に見つかれ
ば９割以上が治癒すると期待されています。何よりも早期発見が重要なのです。しこりなどの症状がない健
康なうちから検診を定期的に受ける−日本対がん協会では多くの方々から寄せられた寄付をもとに2013
年は、さらに積極的な啓発活動を展開します。

ピンクのクリスタル使った啓発商品
スワロフスキー・ジャパンから117万円の寄付

息の長い支援　〜ゴルフネットワークから８年連続の寄付〜

キリンビバレッジ

スワロフスキー・ジャパンの庄司結
香コンシューマー・グッズ事業部マ
ネジャーに日本対がん協会の平田
治事務局次長が感謝状を贈った

チャリティスキルズに参加した女
子大生たちは古閑美保プロと一緒
にプレーした

和歌山県内に設置されたピンクリボン
自動販売機＝キリンビバレッジ提供

いる。日本では日本対がん
協会を寄付先としている。
　今回の寄付は、昨年９月
28日から10月31日にかけ
て展開したキャンペーンの
売り上げの一部で、日本対
がん協会への寄付は初め
て。

月にロッテ皆吉台カント
リー倶楽部で「チャリテ
ィスキルズ」と銘打った
イベントを開催し、参加
費などを寄付として贈っ
た。
　チャリティスキルズ
は、女子大生ゴルファー
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