
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 乳がん検診受診率向上テーマに
ピンクリボンフェスティバル

４、５面 リレー・フォー・ライフ・ジャパン
沖縄でスタート

６面 がん征圧スローガン決まる

１部70円（税抜き）

日本対がん協会（垣添忠
生会長）は、がん教育や禁
煙キャンペーンを中心に、
子どものころから「がん」を
知る活動の拡充を盛り込ん
だ2013年度事業計画をま
とめた。３月12日に開か
れた理事会に提案し、承認
された。
がん教育は、昨年改訂さ
れた国のがん対策推進基本
計画にその普及がうたわれ
た。がん対策にかかわる条
例で定める都道府県もあ
り、注目を集めている。
ただ、教える側にがんに
ついてよく知る人材がいな
かったり、適切な教材がな
かったりといった課題も少
なくない。
対がん協会では2009年
度に「がん教育基金」を設
け、東大病院放射線科の中
川恵一准教授の監修の下、
アニメでわかりやすくがん

種が勧められていることも
大きい。
子どものころからがんの
リスクを知ることで、がん
の最大のリスク要因である
たばこについて考えること
も可能になるし、がん検診
の大切さ、生活習慣を通じ
て自ら健康を守ることの大
切さの理解につながる。子
どもを通じて家庭や地域の
意識変化にもつながると期
待される。
対がん協会では、シンポ
ジウムの開催にも力を入れ
たい考えだ。
今年は８月にアジア太平
洋タバコ対策会議（APA	
CT）が千葉・幕張で開催さ
れる。「たばこと健康問題
NGO協議会」のメンバーと
して対がん協会もランチョ
ンセミナーの提供やブース
出展などを計画している。

のことを解説した「がんち
ゃんの冒険」を発行。各地
の中学校に計２万３千枚を
無料で配布した。
中川准教授が学校を訪ね
て授業を行う「ドクタービ
ジット」を朝日新聞社と企
画し、授業の内容を紙面で
紹介するなどの取り組みを
進めてきた。
2013年度は、こうした

活動を拡充させる。まず紙
面で紹介するドクタービジ
ット企画は３校で実施する
計画だ。加えて各地の学校
から授業実施の希望が多い
ため、各地の支部の協力を
仰ぎつつ、１～２カ月に１
回程度、紙面での紹介とは
別に実施できないか、検討
を重ねる。
がん教育と密接に関係す
るのが、禁煙キャンペーン
だ。未成年者の喫煙という
問題だけでなく、職場や飲

食店とともに重視される家
庭での受動喫煙の問題とも
深くかかわる。
今年２月に朝日学生新聞
社と一緒に開いた健康教室
「親子でタバコについて考
える」が好評だったことを
受け、2013年度は夏休み
に実施を計画する。同新聞
社が主催するサマースクー
ル企画（８月、学習院女子
大）でも対がん協会独自に
「親子で学ぶがん教育」を開
く予定だ。
がん教育が注目されるの
は、子どものころからがん
について正しく知って理解
することの重要性が認識さ
れてきたからだ。
20代、30代の若い女性

に増えている子宮頸がん対
策として、予防接種法の改
正で定期接種化された子宮
頸がんワクチン（HPVワク
チン）が思春期の女子に接

子どものころから「がん」を知る活動拡充へ
2013年度事業計画 日本対がん協会

がん教育、禁煙……
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2013年度の日本対がん
協会の事業計画では、従来
の活動の新たな展開がいく
つも盛り込まれた。
その一つが子宮頸がん対
策だ。

HPVテスト併用
変わる検診
国は2013年度、子宮頸
がん検診にHPVテストを
併用するモデル事業を一部
の市区町村で実施する計画
を立てている。
対象は、30、35、40歳で、
実施を希望する市区町村と
国が２分の１ずつ費用を負
担する。この年齢の女性
は、子宮頸がん検診無料ク
ーポン券が配布されるた
め、標準法である細胞診と
HPVテストの両方が無料
で受けられることになる。
現在、実施要項が検討さ
れているが、対がん協会で
は、すでに一部の支部の参
加を得てHPVテストの臨
床研究事業を展開してきた

フを統一した理念の下に実
施してもらうための欠かせ
ない要件だ。
研究助成金に関しても態
勢の整備を図る。審査には
従来の日本癌学会のメンバ
ーに加えて、日本癌治療学
会、日本臨床腫瘍学会から
も参画してもらうことが決
まった。リレー・フォー・ラ
イフ側の審査員３人の人選
に関する規定の整備も図
る。

全国大会は９月13日
札幌市で開催
がん征圧月間９月の中核
行事「がん征圧全国大会」は
９月13日に札幌市で開催
される。前日12日の記念
シンポジウムでは、厚生労
働省もがん検診のあり方に
関する検討会を設け、さま
ざまな検査方法の科学的な
妥当性に加え、受診率向上
策も論議していることを受
け、胃がん検診や乳がん検
診などを議論する予定。

こともあり、その成果を活
用して研修を充実させ、子
宮頸がん検診が全面的にＨ
ＰＶテスト併用検診に移行
されても対応できるように
する。
子宮頸がんの発症状況が
近い将来大きく変化するこ
とが予想される。
国の緊急接種促進事業に
基づいて子宮頸がんワクチ
ン（HPVワクチン）が公費
助成を受けて接種されてき
た。2013年度からは予防
接種法改正で定期接種化さ
れる。
それが明確になってくる
のが、公費助成による接種
を受けた女子の一部が20
歳を迎える2014年度以降
だ。
そうした状況に備えた子
宮頸がん検診の記録のあり
方を検討する。厚生労働省
の研究班も対がん協会の組
織力に注目しており、子宮
頸がんの発症状況を的確に
とらえ、より効果的ながん

予防対策にいかす方策を探
る。
若い女性を対象にした啓
発活動も従来の女子大生、
若いママ世代に加え、2013
年度は20代の働く女性へ
の啓発を積極的に進める。

50カ所開催へ
RFLジャパン
リレー・フォー・ライフも
新たな段階に入る。50カ
所の開催が見込まれること
を受け、現在の６人のスタ
ッフを９人に増員。対がん
協会内で最強の陣容にな
る。リレー・フォー・ライフ
にかけるサバイバーの願い
を真正面から受け止め、民
間の立場から日本のがん対
策の拡充に資するためだ。
各地の実行委員会と対が
ん協会の間でリレー・フォ
ー・ライフの理念の徹底、
様々な社会規範・道徳の遵
守などを盛り込んだ合意書
を交わすことも、開催地が
増えるリレー・フォー・ライ

日本対がん協会の2013
年度予算は、「がん征圧」を
目標に、がん知識の普及啓
発を中心とした事業の積極
展開を受け、寄付金の大幅
増を目指す一方で、経費の
見直しを進め、活動全体の
効率化を進めるという、あ
えて「二兎を追う」内容にな
った。
経常収益は、計６億9400
万円と、前年度比４%の増

する。がん情報の普及啓発
団体として協会職員全員が
広報マインドを持ち、それ
ぞれの事業の中で常に「広
報」を意識することで、従
来に増しての広報活動が展
開できると考えた。
また、経費がかかる割に
効果が見えにくい一般向け
のセミナーの開催について
も見直しを進める考えだ。

を見込む。最も大きなのは
寄付金で、４億4500万円
と、同17%増と大幅な増加
を見込んだ。
政権交代後の好況感から
企業活動、個人の消費活動
が活発化する兆しが見えて
いる。こうした経済状況
も、寄付の増加にプラスに
作用すると考えられる。リ
レー・フォー・ライフの開催
地の増加も、寄付金増の大

きな要因となる。
経常費用は、計６億5400
万円で、対前年度比７%減
とした。広報宣伝費を減額
したほか、各事業の中での
さらなるコスト削減を図
る。
啓発活動の積極的展開を
図る中での広報宣伝費の削
減は一見矛盾する形だが、
ICTの積極的な活用を図
り、Facebookなどを活用

子宮頸がん対策にリレー・フォー・ライフ……新たなステップへ
2013年度 対がん協会事業計画

活動を活発化しつつ、経費を見直し
2013年度日本対がん協会予算 寄付金は対前年度比17%増の４億4500万円見込む
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日本対がん協会は３月
９、10の両日、学習院女子
大学（東京都新宿区）で朝日
学生新聞社が主催した「朝
小春祭り」で健康教室を開
催した。対がん協会が力を
入れる子どもたちへの「が
ん教育」や「禁煙キャンペー
ン」の取り組みの一つ。小
学たちがお母さんやお父さ
んと一緒に、たばこの害の
ことを学んだ。
「朝小春祭り」は、小学校
への入学や進級を祝い、小
学生とその親を招待し、朝
小新聞で連載中のさかな君
ら著名人による講演会や体
験型の授業を楽しんでもら
う朝日学生新聞社の恒例行
事。今回は、同社の協力を
得て対がん協会が健康教室

く、講義を聞いた生徒たち
がグループワークをして議
論したり、学校中に知らせ
る壁新聞をつくったりする
など、生徒たちの積極的な
活動を促すプログラムを考
えています。
がん教育に関するお問い
合わせは日本対がん協会が
ん教育推進プロジェクト係
（☎03−5218−4771）へ。

を「出展」した。
９日は山王病院副院長の
奥仲哲也弥医師を講師に、
「親子でたばこについて考
える」健康教室を開催。奥
仲医師が、たばこの依存性
や発がん性などの害につい
て分かりやすく説明した。
「どうしたらやめられるか」
を考える中で、父親の喫煙
を心配した女児が「たばこ
を止めるまで口をきかな
い」などと、強硬手段に訴
える意見を述べた。
翌10日には禁煙やがん

啓発のDVD「がんちゃんの
冒険」を放映した。子ども
たちは、がんについて分か
りやすく説明するがんちゃ
んのアニメを興味深く見入
っていた。たばこの知識テ

ストには80人以上がチャ
レンジしていた。

◇
日本対がん協会はがん教
育に力を入れています。
2013年度は朝日新聞社と
一緒に、専門医が各地の中
学や高校を訪ねて「出前授
業」を行う「ドクタービジッ
ト」の開催を拡充します。
専門医の講義だけではな

小学生の子どもと親は奥仲医師からたばこの害について学んだ
＝３月９日、学習院女子大学

朝小春祭で「親子でたばこについて考える」健康教室を開催

テーマは「乳がん検診の受診率向上」 今年度のピンクリボンフェスティバル
学生の街・京都で初のセミナーも

「もっと知って、もっと
伝えよう！乳がんのこと」
−2013年度のピンクリ
ボンフェスティバルはテー
マを「乳がん検診受診率向
上」に絞って東京、名古屋、
神戸、仙台で展開する。「ピ
ンクリボンと言えば乳がん
の啓発」ということは社会
的に認知され、乳がん検診
受診率は上昇の兆しを見せ
ている。しかし、2011年
に乳がんで12,731人の女性
が亡くなるなど、死亡者は
依然増えている。フェステ
ィバルでは「検診に行こう」
というメッセージを強く打
ち出す。
ピンクリボン月間がスタ
ートする10月１日には、
東京で街頭キャンペーンを
展開。パネルディスカッシ
ョンで「受診率向上の具体

ザイン大賞」の作品募集を
始める計画で、今回はテー
マを示し、それに合うポス
ターデザインを公募する。
昨年は43社の協賛企業

の支援を受け、スマイルウ
オークやシンポジウムを開
催した。４会場で計約
１万４千人が参加するな
ど、「乳がんの早期発見・早
期診断・早期治療の大切さ
を伝える」キャンペーンと
して市民に定着してきた。
「ピンクリボン」の認知度の
向上もあって、乳がん検診
の受診率は2010年に24.3%
と、04年より3.5ポイント
増えている（厚生労働省の
国民生活基礎調査より）。
しかし、国の目標（50%）に
はまだほど遠いのが実情
だ。

策」を話し合う。
４都市で実施予定のスマ
イルウオークでは、参加者
一人ひとりに「ピンクリボ
ンのメッセンジャー」にな
ってもらい、「身の周りの
人や大切な人“３人”に乳が
ん検診の大切さを伝えて」
と呼びかける。
会場では「メッセージツ
ール」を配布し、伝えるき
っかけにしてもらったり、
ソーシャルネットワークサ
ービスを活用してもらった
りして、イベントには参加
しなかった多くの人に検診
の大切さを広める。
開催10周年となる神戸

会場では、自治体の担当者
を交えて地元での検診受診
率の向上を話し合い、受診
率が伸び悩んでいる神戸の
受診者増を後押ししたいと

準備を進めている。
京都では初めてのセミナ
ーを開催。近畿圏を中心と
する来場者へも乳がん検診
受診を訴える。「学生の街」
ということもあり、同時に
子宮頸がんの啓発をするこ
とで、母娘で参加してもら
えるようにする。
乳がん検診の受診を呼び
かける啓発映像を協賛企業
の支援で制作し、街頭ビジ
ョンやスタジアムの大型ス
クリーンなどでの放映を予
定。ピンクリボンフェステ
ィバルの公式サイトや協賛
企業のホームページ、
YouTubeにも掲載し、よ
り多くの人々にピンクリボ
ンのメッセージが伝わるよ
うに多角的な展開を図る。
５月の母の日（12日）か

ら「第９回ピンクリボンデ
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今年もリレーの季節が巡
ってきた。沖縄・宜野座村
で３月末、「リレー・フォ
ー・ライフJAPAN	 in宜野
座」が開かれた。31日朝に
土砂降りの雨と強風に見舞
われ、閉会式を午前８時に
早めたものの、30日は時
おり春の日差しがさす「リ
レー日和」に恵まれ、参加
した約350人は緑いっぱい
の会場でさわやかな風を受
けながら、がん征圧への歩
を進めた。
開会式では「うちな～」で
のリレーを支援してくれて

には、當眞淳・同村長や、
同村の海洋療養施設「かん
なタラソ沖縄」を運営する
「てんぷす宜野座振興公社」
の瓜生玲社長らが登壇。ず

タッフらが「青空がん教室」
を開催。子どもに交って参
加した大人や看護学校生た
ちも、「日本人の10人に１
人はがんになる――これは

〇でしょうか、×でしょう
か」といったクイズを楽し
みながらがんのことを学ん
だ。
「宜野座健康フォーラム」

この連載記事は「繋がり」
というタイトルをつけてい
る。人と人が、人と社会
が、そして世代を超えて命
と命が……そんな繋がりが
あるからこそ、人は笑顔で
生きていけると、柄澤清子
さんは感じている。
70歳の水泳インストラ

クター。実行委員長となっ
て昨秋、リレー・フォー・ラ
イフ信州in長野を開いた。
集まった人は延べ2200人。
寄付金額282万8762円、寄
付率59.76%。初開催とし
ては大成功だったリレーは
柄澤さんの繋がりの中から
生まれた。副実行委員長の
市川博さんは2006年当時、

っと全国１位を続けてきた
女性の平均寿命が今年、３
位に「転落」したことや、男
性の肥満度が全国トップク
ラスといった沖縄県民の健
康状況の悪化を受け、「食
材をはじめ地元の良いもの
を見直し、宜野座を現代の
暮らしに合うよう工夫した
モデルにしよう」などと意
見を交わした。
会場には、ふだん集めた

由を聞いてみると、こんな
答えが返ってきた。
患者支援は業務の一環で
あり、日本対がん協会グル
ープとして長野県内で開催
する場合はサポートしよう
と考えている−。
リレー・フォー・ライフの
あり方は様々だし、人々の
かかわり方もいろいろだ。
日本対がん協会グループ支
部の多くは「公益財団法人」
化している。長野のような
ケースが今後、増えていく
と、リレーが日本にしっか
りと根を張るのも早まりそ
うだ。柄澤さんを要とした
長野の繋がりに接して、そ
う感じた。

（日本対がん協会
阿南里恵）

本などで予定され、今年１
年で50カ所の開催が見込
まれている。

日本対がん協会職員として
「日本初」のリレーの開催に
携わった。長野県健康づく
り事業団（日本対がん協会
長野県支部）も協力態勢を
整え、事務局を置いて臨ん
だ。
柄澤さんの左胸に乳がん
が見つかったのは35歳の
時。父を膵臓がんで亡くし
て間もなくだった。手術で
左胸を全摘した翌月、念の
ために卵巣を両方とも摘出
した。一連の乳がん治療を
終えた４カ月後、母が胃が
んで亡くなった。
寂しさと不安。離婚や自
殺も考えた。でも自分のこ
とばかり考えていては……
小４の娘と保育園に通う息
子の顔をみるたびに、そん
な思いが強まった。
泣いても笑っても同じ一
生なら明るく楽しく暮らそ
うと思えるようにもなって
きた。そのころ、怖くて出
来なかった水泳に挑戦し
た。大きな手術跡。周りの

募金を持ち寄る人たちの姿
もあった。隣のうるま市で
飲食店を営む石川早野香さ
んは、はるなさんら３人の
子どもと一緒に真栄田さん
を訪ね、小児がんのために
と店に置いて寄付を募った
貯金箱を手渡した。
沖縄県総合保健協会（日
本対がん協会沖縄県支部）
からはヘリカルCTによる
肺がん検診車が「参加」、

目も気になった。それでも
毎週通い、インストラクタ
ーの資格を手にした。
乳がんの治療から10年

が経とうとしていた時、肺
がんが見つかった。３カ月
にわたって10回の抗がん
剤治療を受けた。心配した
よりも副作用は軽めだっ
た。とはいえ、二度目のが
んに身辺整理もした。しか
し、20年以上、再発はな
かった。
柄澤さんもテレビでリレ
ーのことを知った。車椅子
の患者さんの笑顔が映って
いた。
「こんな笑顔を見せられ
る場があるんだ」と衝撃を
受けた。「長野でも開きた
い」。そんな願いを事業団
に伝えた。
リレーは協賛の依頼や会
場の準備・手続きなど、平
日の日中に行わなくてはな
らない事も多い。事業団の
協力がなくては開催は無理
だった、と柄澤さんは言
う。
事業団にサポートする理

22人が受診した。この日
は「特別料金」で１人2100
円。うち1000円がリレー

繋がり③ かなめ

沖縄・宜野座村で郷土色豊かに リレー・フォー・ライフ・ジャパン2013が開幕

笑顔でウォークをする柄澤さん

彼が「背中が痛い」と言い
始めたのは４年前、中学２
年の夏前だった。足が速
く、水泳も得意。小１から
ずっと剣道を続けていた。
ユーイング肉腫。検査入
院の結果を七夕の日、母
（49）が一人で聞いた。２
日後、彼と両親がそろって
主治医の説明を受けた。彼
は「淡々と聞いていた」。父
（52）にはそう思えた。
抗がん剤治療が始まっ

た。副作用はすぐには出な
かった。「へっちゃらやな」
と父に話しかけた数時間
後、激しい吐き気が彼を襲
った。
肉腫が縮小し、11月に

コピーを読み、授業を録音
したボイスレコーダーを聞
いた。試験用紙も先生に届
けてもらい、治療の合間に
答案を書いた。
高校生には院内学級がな
かった。大阪市に設置を要
望。大阪府の高校生向け院
内学習支援制度につながっ
た。しかし、支援で先生に
来てもらっても治療の副作
用で授業を受けられないこ
ともある。義務教育ではな
いし、学校によって授業の
進み方が違うことは知りな
がらも、なお院内学級の設
置を願った。
肉腫と闘いながら、友達
が好きで学校が好きだった
彼、久保田鈴之介君は、そ
んな願いを託し、１月30
日に息を引き取った。
「副実行委員長 久保田
鈴之介 18歳」。父はそう
記した名刺を持ち、今年
10月に大手前高校で開か
れるリレー・フォー・ライフ
大阪の運営に携わる。リレ
ーに集うみんなの心に、彼
はずっと生きている。

手術をした。翌春、中３に
なって通学できるようにな
った。
高校進学。勉強は遅れた
が、「最後まで頑張る」と言
って大阪府立大手前高校を
受けた。母、姉（22）と３
人で合格発表を見に行っ
た。「よっしゃ！」。彼は声
を上げて喜んだ。週末。東
京に単身赴任する父が帰阪
し、家族で祝った。
将来の仕事のこともよく
話した。病気を見つけてく
れた医師のようになりたい
し手術機械の開発もした
い。口に出るのは病気に立
ち向かう仕事ばかりだっ
た。
高２の７月、交換留学で
英ウェールズに２週間行っ
た。100人の応募者から選
ばれた８人の１人。副団長
を務めた。渡英の直前、背
中に痛みがあった。荷物も
持てないのではという心配
をよそに、彼は思い出をい
っぱい詰めて笑顔で帰国し
た。母の「命令」で７月末、
剣道の昇段試験に挑んだ。

合格して３段になった。
そんな夏が過ぎようとし
たころに再発がわかる。抗
がん剤治療が続いた。大量
化学療法も受けた。病状は
ときに悪化した。
昨年の９月のこと。彼が

「リレー・フォー・ライフが
あるんや。連れてって」と
両親にせがんだ。「それ、何
なん？」と問う母に「がんの
人のイベントや」。
貝塚市の会場。みんなが
彼を出迎えてくれた。フェ
イスブックでつながってい
た。学校の文化祭にも行け
なかったのに、彼はステー
ジで体験を語り医師と話し
合った。「すごいなあ、あん
なとこで話せるんや」。母
は素直に感動した。
「行く気満々」（母）だった
大学進学めざして彼は１月
に大学入試センター試験を
受けた。
「学校とつながっていた
い、友達とつながっていた
い」。中学の時は院内学級
で勉強しながら、先生が届
けてくれる友達のノートの

学校、友達、家族……みんなの心に思い残した
久保田君の「命のリレー」 10月に大阪府立大手前高校で

英ウェールズの海岸で。ホーム
ステイ先でも久保田君は人気者
だった。

に寄付された。
沖縄でのリレ
ーは今回が４回
目で、宜野座村
では初めて。
リレー・フォ

ー・ライフ・ジャ
パンは４月に静
岡、５月には熊

３月１日付「対がん協
会報」の「南の島からリ
レーの風が全国に」の
記事で、「高校では初
めて」とあるのは「公立
高校では初めて」の誤
りでした。訂正します。

〈 訂正 〉

ルミナリエには様々な思いが記されていた

いる多くの方々の
中から11団体・個
人を「グッドサポ
ーター」として表
彰し、感謝を表し
た。
郷土色いっぱい
のステージの合間
に、クマのプーさ
んの着ぐるみなど
を身にまとったス 春の日差しの中、みんなで元気にウオーク
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日本人のがん検診受診率
が低いのは、「受ける時間
がないから」−。内閣府
が３月18日に公表した「が
ん対策に関する世論調査」
で、ほぼ２人に１にがそう
考えていることが明らかに
なった（複数回答）。「がんで
あることが分かるのがこわ
いから」と考える人も３人
に１人にのぼった。がんの
ことやがん検診について正
しい情報をさらに積極的に
発信する必要性が浮き彫り
になった。
調査は日本国籍のある

20歳以上の男女3000人を
対象に、今年１月17～27
日に調査員が個別に面接し
て実施。1883人から有効
な回答が得られた（有効回
収率62.8%）。
がん検診に関して、「受
診率は20～30%程度と低
く留まっているが、多くの
人ががん検診を受けないの
はなぜだと思うか」尋ねた

今年度のがん征圧スロー
ガンが「がん検診 いつ受
けるの？ 今でしょ‼」に
決まった。
日本対がん協会が審査委
員会を開催し、全国の支部
から寄せられた158作品に
ついて議論を重ねた。その
結果、鹿児島県民総合保健
センター（鹿児島県支部）の

理由に仕事のことを挙げ
た。
仕事とがん治療の両立に
ついて、「日本の社会は、
がん治療や検査のために２
週間に１度程度病院に通う
必要がある場合、働き続け
られる環境だと思うか」質
問した。
「そう思う」「どちらかと
いえばそう思う」を合わせ
て26.1%。「そう思わない」
「どちらかといえばそう思
わない」（計68.9%）を大き
く下回った。
今回の調査項目は大きく
８項目。「がんに対する印
象・認識」「がんの予防・早期
発見」「がんの治療法及び病
院等に関する情報源等」「緩
和ケア」「がん患者と社会の
つながり」など。前回の調
査では「がん検診未受診者」
にその理由を尋ねた結果、
「たまたま受けていない」が
最も多くて28.1%。「時間が
なかった」は16.5%だった。

優秀作には、次の２作品
が選ばれた。
「２人に１人って私かも
早期発見がん検診」
（群馬県支部 山口泰子さ
ん）
「健康は 自分で勝ち取る
金メダル」

（石川県支部 三浦真寿美
さん）

ところ（複数回答）、「受け
る時間がないから」を挙げ
る人が47.4%で最も高く、
「がんであると分かるのが
怖いから」36.2%、「費用が
かかり経済的にも負担にな
るから」35.4%、「健康状態
に自信があり、必要性を感
じないから」34.5%などと
続いた。
「心配なときはいつでも
医療機関を受診できるか
ら」という人は22%、「うっ
かり忘れてしまっている」
人も20.2%いた。ただ「受
ける場所が不便」「がん検診
そのものを知らない」とい
う人もそれぞれ18 . 6%、
12.6%いた。
がんに対する印象・認識
について、「こわいと思う」
43.3%、「どちらかといえ
ばこわいと思う」33.4%で、
合わせるとほぼ４人に３人
が「こわい」という印象を抱
いていた。「こわいと思わな
い」は12.1%、「どちらかと

徳重美保子さんの作品が最
優秀作に選ばれた。
現在大流行している、東
進ハイスクール講師・林修
先生の「いつやるか？今で
しょ！」というフレーズと
の類似性について、審査委
員会で議論になり、賛否が
分かれた。しかしながら低
迷が続くがん検診受診率向

いえばこわいと思わない」
が10.2%だった。
「こわい」印象をもつ人は
前回（2009年）の調査とほ
ぼ変わらなかったが、「こ
わいと思う」人は前回の
45.3%から２ポイント減っ
た一方で、「こわいと思わ
ない」人も14.1	 %から２ポ
イント下がっていた。
がんを「こわい」と感じる
計1444人に、その理由を
尋ねた結果（複数回答）、
75.1%が「死に至る場合が
あるから」を挙げ、50.5%
が「がんそのものや治療に
より、痛みなどの症状が出
ることがあるから」と指摘
した。
「がんの治療費が高額に
なることがあるから」も
46.5%あった。
また「がんによって仕事
を長期間休むか、辞めざる
を得ない場合があるから」
という人も26.5%と、４人
に１人が、がんが「こわい」

上を訴求する力が強いと判
断された。
がん征圧月間の９月に札
幌市で開かれる「がん征圧
全国大会」で表彰されるほ
か、対がん協会の年間スロ
ーガンとして協会のポスタ
ーや出版物などで活用され
る。

◇

がん検診を受けない理由
「受ける時間がない」 ２人に１人
「がんだと分かるのがこわい」 ３人に１人

内閣府「がん対策に関する世論調査」

「がん検診 いつ受けるの？ 今でしょ‼」
2013年度のがん征圧スローガン決定
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前回、がんと診断されて
から自分が納得した最善の
治療を選択するためには、
まず自分の病状を知り、担
当医が提案した治療につい
て知ることが大切だとお話
ししました。自分の病状を
知らないことには、がんと
どのように向き合っていく
かを考えることができませ
ん。提案されている治療が
わからないことには、他の
選択肢について考えること
もできません。知ること
は、とても大切なのです。

日本ランズエンド株式会
社（横浜市）は112万円を
「ほほえみ基金」へ寄付し
た。
ランズエンドは、アメリ
カンカジュアルの衣料ブラ
ンドとして知られている。
ピンクのトートバッグを寄
付対象商品とし、昨年９月
25日から今年１月31日ま
での売り上げの一部と、ピ
ンクリボンをモチーフにし

楽天銀行（東京都品川区）
は２月25日、ピンクリボン
チャリティコンサートをト
ッパンホール（文京区）で開
き、チケット代金の半分に
当たる金額40万円を日本

対がん協会の「ほほえみ基
金」に寄付した。
同行のハッピープログラ
ムの「VIP」「スーパーVIP」
会員200組400人を無料で
招待するという企画で、高

だからです。
相談員は、相談者のこれ
までの生き方やこれから何
を大切にしていきたいかな
ど対話を重ねながら、今の
気持ちや考えを相談者と共
に整理していきます。
他の誰でもなく、「相談
者にとって最善の治療」は
何かを共に考え、相談者自
身が納得して治療を選択し
ていけるようサポートして
います。次回も引き続いて
このことを話したいと思い
ます。

自分の病状と担当医から
提案された治療がわかって
「治療の選択」となるわけで
すが、選その時には多くの
方が悩みます。ホットライ
ンにも「治療をどのように
決めたらよいかわからな
い」「複数の治療法を提示さ
れ、どれを選んでもよいと
言われたが、何を根拠に選
べばよいかわからない」「自
分にこの治療はあっている
のか」など様々な相談が寄
せられています。
「相談員さんならどの治

て刺繍代300円を全額寄付
することにしている。
同社では顧客の女性をは
じめその家族や友人など、
一人でも多くの人に乳がん
について関心を持ってもら
い早期発見の大切さを伝え
て行きたいと、Webで乳
がんの情報発信を行うな
ど、積極的なピンクリボン
活動を展開している。

療を選びますか」「どの治療
がよいと思いますか」と答
えを求められることも少な
くありません。
しかし、私たちにその答
えを出すことはできないの
です。それは、年齢や既往
歴、仕事の有無や生活スタ
イル、家庭における役割だ
けでも違いがありますが、
それに加え、価値観や人生
観、死生観など一人ひとり
違うためです。
治療の選択は、生き方そ
のものに関わってくること

「がん相談ホットライン」より⑩納得して治療を選択するには……

チャリティコンサートで 楽天銀行

中古ソフトや古本で 株式会社ナック

バッグや刺しゅうで 日本ランズエンド

日本ランズエンド株式会社の稲辺裕樹社長（中央）に、
平田治・日本対がん協会事務局次長が感謝状を贈っ
た。右は山崎友子・同社PRマネジャー

水の宅配や掃除用品のレ
ンタルなどを手掛ける株式
会社ナック（東京都新宿区）
は、中古のソフトや古本を
社員やその家族から募って
換金し、３月15日、６万
6718円を日本対がん協会
の子宮頸がん基金に寄付し
た。
同社ではCSR委員とし
て各事業部から計８人の委
員（任期１年）が社会貢献活
動を検討。その期にできる
活動を実践してきた。2012
年度の委員になった藤岡昭
充クリクラ事業推進部品質
管理室主任らが中古ソフト
や古本を募った。全国42
の支店や営業所などから書

籍約800点のほか、コミッ
クやゲームソフトなどが寄
せられ、ブックオフで換金
した。
「30代、40代の若い社員
が多く、なぜ我々が社会で
生きていけるのか、全員が
意識しよう」（寺岡豊彦社
長）と積極的に社会貢献活
動に取り組んでいる。東日
本大震災でボランティア活
動をしてきたほか、「身近
なところでできることを」
と、年末の大掃除の時など
に古本や中古ソフトを募っ
たり、年賀状の書き損じを
活用したりして、植林活動
やベルマーク運動などにも
貢献している。

校生バイオリニストの山根
一仁さんらが出演した。
永田俊一楽天銀行社長と
対がん協会の箱島信一理事
長がコンサートの趣旨と協
会の活動紹介を行った。

対がん協会は会場内に乳
がん啓発ブースを出展し、
募金やセルチェックについ
て来場者に説明。乳がん征
圧のための募金を募ったと
ころ、６万円が寄せられた。

た刺しゅう
サービスな
どを加えて
寄付を集め
た。
刺しゅう
サービスへ
の人気は高
く、同社は
年間を通じ
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人。実稼働日を年240日と
すると１日平均1,289人に
なる。
　医師不足・医師偏在が続
いている中、健診（検診）車
への医師の同乗・立会いが
欠かせないとなると、健診
（検診）ができなくなる場合
も生じることが懸念され
る。とくに山間僻地や離島
などでは非常に困難になる
ことが予想される。４団体
では、より多くの人の健診
（検診）の機会が得られるよ
う、厚生労働省などとの協
議を重ねる。

　がん検診などで人に放射
線を当てる際、医師（歯科
医師）の「立会い」を求めた
診療放射線技師法第26条
をめぐり、日本対がん協会
は３月26日、日本診療放射
線技師会、結核予防会、予
防医学事業中央会とともに
厚生労働省医政局長あてに
同条の改正などを求める要
望書を提出した。
　要望は４点＝表参照。同
条の改正並びに、改正が実
現するまでの間、その趣旨

１、「診療放射線技師法」第26条の改正
２、巡回健診（集団健診）及び巡回検診車の「医療法」並びに関連法令上での規定
３、同26条改正までの間の取り扱いについて特段の配慮
４、不適正・不適格事業者の参入防止策の規定

いない。さらに放射線を使
った検査の時に、被ばく事
故に対応できる医師（歯科
医師）が必ず臨場しなけれ
ばならなくなると、健診（検
診）が滞り、国民の健康に影
響が及ぶ恐れが出る。４団
体は、こうした影響を懸念
して法改正などを要望した。

を汲んだ形での「配慮」を要
望。同時に、精度管理の図
られた検診・健診を実施す
るため、不適正・不適格な
検診・健診事業者が現れな
いよう、何らかの規定を設
けるように求めている。
　同条が、医師（歯科医師）
の「立会い」を規定するの

は、放射線照射に伴う被ば
く事故に備えてのことだ。
同法が施行された1951年
（昭和26年）当時には必要
だと判断された。
　しかし、対がん協会など
のアンケートでは、検診や
健診時に、同条が想定する
放射線被ばく事故は起きて

「診療放射線疑義法の改正」を厚労省に要望
「医師（歯科医師）の立ち会い」で

対がん協会　診療放射線技師会　結核予防会　予防医学事業中央会

検診車での巡回検診時の医師の同乗・立会いの有無
肺がん

有り
47%

無し
53%

胃がん

有り
43%

無し
57%

結核健診（胸部Ｘ線撮影）

有り
32%

無し
68%

乳がん

有り
66%

無し
34%

有り
41%

無し
59%

学校健診（胸部Ｘ線撮影）

に１件も起こっていないこ
とがわかった。
　健診（検診）時の医師（歯
科医師）の立会いの有無に
ついて尋ねた結果、肺がん
検診と胃がん検診の約６
割、学校健診や結核検診で
は約６～７割が健診（検診）
車での巡回健診（検診）時に
医師の同乗・立会いを行っ
ていないと回答した＝円グ
ラフ参照。
　胸部、胃部、乳房の巡回健
診（検診）で医師の同乗・立
会いに必要な医師数を計算
すると、年間の延べ309,460

　診療放射線技師法第26
条の「問題」は、古くて新し
い。第二項第二号に「多数
の者の健康診断を一時に行
う場合において、医師又は
歯科医師の立会いの下」と
規定されている。
　この解釈をめぐる議論が
これまでも度々繰り返され
てきた。国会でも1972年、
78年に衆院予算委員会で
取り上げられている。78
年には小沢辰男厚生大臣
（当時）が、「包括的な指導
あるいは監督ということも
ございますので、これらに

機関647施設。調査票を郵
送し、347施設から有効回
答があった。
　「これまでに放射線被ば
くが原因となる事故や後遺
症、あるいは入院事例」が
あったかどうか質問したと
ころ、そうした事例は過去

ついては適宜、集団検診等
の実施に非常な支障を来さ
ないような配慮にしていっ
てもいいだろう」と答弁し
ている。
　厚生労働省も旧厚生省時
代の62年と95年にそれぞ
れ医務局長通知と健康政策
局長を出して「事実上追認」
している。
　こうした国側の対応を受
け、４団体では医師による
「包括的な指導あるいは監
督」という見解のもとに巡
回検診車によるがん検診や
結核検診を実施してきた。

　対がん協会などは、支部
や会員を対象に、アンケー
トを実施した。その結果、
過去に放射線の被ばく事故
が起きていないことがわか
った。
　対象は、健診（検診）車を
もつ健診（検診）機関や医療

過去に様々な論議
「包括的な指導」言及した厚生大臣答弁も

検診や健診時の被ばく事故は「ゼロ」
対がん協会など調査


