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子宮頸がん

主な内容

３面

（平成25年）
2013年
５月１日（毎月１日発行）

三重の塩崎さんと東京の並川さん
RFLマイ・オンコロジー・
ドリーム奨励賞

４、５面 胃がん・大腸がん
がん検診の実施状況より
８面

垣添会長に瑞宝重光章

若年化の傾向がくっきり

上皮内がん含む罹患者2万人を超える 2008年の推計

子宮頸がんを患う女性がますます増えるとともに若年化している傾向が、国立がん研究センターがん
対策情報センターがまとめた2008年の「地域がん登録による罹患全国推計」でくっきりと浮かび上がった。
岩手や福井、島根など25府県の地域がん登録をもとに全国での罹患者を推計した。

上
 皮内がんを含む罹患者は初めて２万人を超える
子宮頸がんの罹患者
（全
年齢、上皮内がんを含む）
は20731人で、初めて２万
人を超えた。10年前の1998
年
（12357人）
の1.68倍にな
っている。
この10年間の推移を年
代別にみると、罹患者は全
年代とも増えているが、増
加ぶりは20代、
30代の若い
世代で顕著になっている。

2 0代前半は1 0 4人から
468人に、同後半は521人
から2009人に、ほぼ４倍
に増えた。
そして30代に入ってさ
らに増え、同後半にピーク
を迎えている。10年前の
1998年にはピークは40代
後半だったことを考える
と、ざっと10歳ほど発症
のピークが若くなっている
（上皮内がんを含む、
推計）
計算だ。
子宮頸がんの罹患者
2008年
2007年
1998年
4 0 代後半
全年齢
20735
17715
12357
20代前半
468
317
104 以上の増加ぶ
後半
2009
1497
521 りをみると、
30代前半
後半
40代前半
後半
50代前半
後半
60代前半
後半
70代前半
後半
80代前半
後半以上

3185
3407
2762
2010
1298
1330
1062
873
712
614
504
475

2687
2844
2328
1712
1124
1244
1046
747
658
533
466
489

1357
1569
1384
1709
1162
1014
783
784
684
542
388
352

（国立がん研究センターがん対策情報センター・がん情報サービスのホ
ームページより）

がん相談ホットライン

４～3 6 %の
増。増えてい
るとはいえ、
4 0 代前半ま
ではほぼ２倍
を超えている
のと比べると
増加ぶりは緩
やかだ。

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
を開設しています。祝日を除い
ン」
（☎03−3562−7830）
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。

上
 皮内がんを除くと一時減少するも2000年代に増
加に
上皮内がんを含めた子宮
頸がんの罹患者はずっと増
えてはいるが、上皮内がん
を除いた罹患者は1980年
の11552人をピークに近年
減少し、1999年には6936
人と、7000人を切った。
しかし、2000年代に入
って増加に転じ、2008年
には9794人と１万人近く
に戻っている。やはり、若
い世代での増加が目立って
いる。
ピークだった1980年と

具体的な数値を挙げる
と、20代前半７人→49人、
同後半は108人→286人、
30代前半452人→801人、
同後半843人→1267人、40
代前半1010人→1113人。
これに対し、40代後半
以降では、ほとんどの年代
で減少傾向を示している。
4 0 代後半は 1 4 0 1 人→
1036人、50代前半1517人
→812人、同後半1424人
→958人、60代前半1473人
→777人などだ。

2008年の数値を年代別に
比べてみると……。
全年齢では1758人の減
少となっているものの、

ただ8 0代前半は3 8 3人
→474人、同後半以上では
79人→459人と、80代以上
で増加している。

20代前半から40代前半ま
での世代では増加してい

子宮頸がんが最も多かっ
た1980年の罹患状況をみ

る。最も多いのは30代後
半で、この年代と40代の
前半・後半の計３つの年代
が1000人を超えていた。

ると、
1000人を超えるのが
40代前半で、50代から70
代前半までの年代で1000
人を上回っていた。

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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がん罹患者74万９千人 前年比４万５千人増 2008年推計

国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」

がんを発症する日本人は年に74万9767人
（2008年）
で、前年より４万5677人増えた−国立がん研究センターがん
対策情報センターによるホームページ
「がん情報サービス」
で、こんな推計が公表された。25府県の地域がん登録を
もとに分析した。男性が43万7707人で、女性は31万1980人。それぞれ前年より２万7048人、１万8549人増えてい
る。上皮内がんを含めると前年より５万6350人増えて80万14人。初めて80万人を超えた。人口の高齢化が影響して
いると考えられるが、若い世代でも増加傾向を見せており、検診や生活習慣の改善など予防がますます重要になって
いる。
胃がん 横
 ばいから増加に
最も多いのが胃がんで
12万2910人。前年より5590
人増えた。男性は８万4082
人で、女性は３万8828人。
胃がんは91年に10万人を
超えてから10年余りは横
ばい状態だったが、2005
年以降に11万人台が続き、
それから４年目で12万人
を超えた。
胃がんは治療法が進んで
いるがんの一つ。早期に見
つけてすみやかに適切な治
療を受けることで９割以上
の治癒が期待できる。しか
し、人口の高齢化とともに
罹患者数は今後も増えるこ
とが予想される。
胃がんの原因の一つとさ
れるヘリコバクター・ピロ
リ
（ピロリ菌）
の除菌で発症
のリスクは下がることが期
待されるものの、除菌にど
れくらいの胃がん予防効果
があるのか、一般の市民を
対象にした大規模な研究は
なく、専門医らは
「比較的
高齢の世代では検診が欠か
せない」
と口をそろえてい
る。
大腸がん 働
 き盛りで目
立つ
大腸がんは11万2772人
（上皮内がんを含めると13
万2 3 9 2人）
で、前年より
3 6 3 2 人増えた 。男性が
６万5669人で女性が４万

7103人。40代後半の働き
盛りの世代から増加傾向を

40代前半で、同後半から
増加ぶりが顕著だ。

30代前半世代は1980年
代初めから、30代後半世代

みせ、50代後半に急増す
る。この傾向は男女とも変
わらない。

肺がんは、がんによる死
亡の中で最も多い。2008
年時点では６万6849人
（男

は1980年代半ばから増え
てはいるが、85～89年の
罹患率（人口10万あたり）

大腸がん検診で用いられ
る便潜血検査は体への負担
が少なく、定期的に検診を
受けることで死亡率が大き
く下がると見込まれる。
働く世代のがん対策とし
て国は40歳から５歳刻み
で60歳までの男女を対象
に大腸がん検診の無料クー
ポン券を配布する政策を導
入している。こうした機会
は逃さずに定期的に検診を
受けることが望まれる。

性48610人、女性１万8239
人）
。2011年には７万293
人となっている。検診の受
診はもとより、国のがん対
策推進基本計画で削減の目
標が定められているように
禁煙の徹底を中心とした生
活習慣の改善が強く望まれ
ている。

女性の乳がんも増加が著
しい。過去２年で１万1302
人も増えている。06年か
ら07年に７千203人と過去
最大の増加を示したことの

は36～41.6の間を推移して
おり、これはその前後の年
代と大きな変化はない。ち
ょうど
「団塊の世代」
にあた
ることから人口の多さが影
響しているとみられる。
いまは、当時より30代
の人口は減っている。その
中で罹患者が増えている乳
がん
（30代後半の罹患率は
07年60.1、08年57.5）
対策
はますます重要になってい
る。
ただ、マンモグラフィを
中心とする検診が推奨され
るのは40歳以上。40歳以

影響が大きいが、07年か
ら08年にかけても4099人

上への検診受診の働きかけ
をより積極的に行うことは

の増加となった。
乳がんは40代で急増す
るが、近年目立つのが、
30代後半での増加ぶりだ

もちろんだが、急増する
30代後半にどのように対
応するか。科学的根拠に基
づく検診手法の確立も急が

肺がん 過
 去５年で２番
目に高い伸び
肺がんは９万7275人で、
07年より3873人増えた。
この増加数は過去５年では
07年の8000人近くに次ぐ
多さ。04～06年が1000人
台だったのと比べるとこの
２年間で計１万人以上増え
た。肺がん対策が喫緊の課
題になっていることが数字
的にもはっきりした。
男女別にみると、男性が
６万7614人で、女性が２万
9661人。男女とも高齢化
とともに増加する傾向は変
わらないが、近年目立つの
が女性の肺がんの増加で、
08年は07年より1516人、
07年は06年より2602人増
えている。増え始めるのは

乳がん 30代で急増

（グラフ参照）
。

れている。
乳がん罹患者の推移

3000

（推計、
「がん情報サービス」
ホームページを基に作成）
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2012年度RFLマイ・オンコロジー・ドリーム奨励賞
三重の塩崎さんと東京の並川さん 東京アメリカンセンターで授賞式

との意義をテーマにディス
カッション。アジアの国々
からの留学生と一緒に研修
した体験を増田医師が話す
一方で、上野教授は、米国
に留学する日本人医師が減
っている現状について、日
本の医療技術のレベルの高

米テキサス大学MDアンダーソンがんセンターへの研修が決まった塩崎隆也さん（右から３
人目）と並川健二郎さん（同２人目）。上野直人・同センター教授（右端）と箱島・日本対がん協
理事長（左端）、増田紘子医師（左から３人目）、ジョイ・サクライさん（同２人目）から激励を受
けた＝東京都港区の駐日アメリカ大使館東京アメリカンセンター

日本対がん協会が米テキ

センター、並びに駐日米国

発症した乳がん治療のため

サス大学MDアンダーソン
がんセンターの協力を得て
実施している「R F Lマイ・
オンコロジー・ドリーム奨
励賞」
の2012年度の受賞者
の発表と授賞式が４月19
日、東京都港区赤坂の駐日
アメリカ大使館・東京アメ
リカンセンターで開かれ
た。日本の若手医師が同セ
ンターで１年間、研修を受
けるプログラムで、３回の
2012年度は、三重大学の
塩崎隆也医師（39）
＝産婦
人科、現紀南病院＝と、国

大使館・東京アメリカンセ
ンターの多大なサポートに
お礼を伝えた。駐日アメリ
カ大使館広報・文化交流部
のジョイ・サクライ一等書
記官の祝辞に続いて上野直
人MDアンダーソンがんセ
ンター教授が奨励賞を授
与。塩崎医師、並川医師が
抱負を語った。
塩崎医師は
「もう、早く
帰って来て、と言われてい
る」
とユーモアを交えなが
ら、１年間の研修への期待
を話した。並川医師は
「日

にかなわなかった。
今回の発表・授賞式では
第１回目の受賞者の増田紘
子医師
（大阪医療センター）
が、MDアンダーソンがん
センターで１年半にわたっ
て研修を受けた体験を
「Ｍ
Ｄアンダーソンがんセンタ
ーでのフェローシップ～
Dream Come True～な
ぜ臨床研究研修は重要なの
か？」
と題して報告。炎症
性乳がんの治療などの研究
に携わり、米臨床がん学会
（A S C O）
で発表したこと

立がん研究センター中央病
院の並川健二郎医師（36）
＝皮膚科＝が受賞した。
この奨励賞は、対がん協

本では相対的に少ない皮膚
がんの分野から選んでくれ
たことに感謝します」
など
と述べた。

に加えて、厳しい研修の中
でも、患者・家族とのイベ
ントに参加するなど米ヒュ
ーストンでの生活を楽しく

会が各地の実行委員会と一
緒に開催しているリレー・
フォー・ライフに寄せられ

リレー・フォー・ライフに
携わるサバイバーの坂下千
瑞子さんが、自身のため、

語った。
さらに上野教授と増田医
師が、米国で研修を行うこ

た寄付金をもとに、地域の
がん医療の充実を図るため
に2010年度に設けられた。

日本のがん患者のために充
実した研修を送ってほし
い、と２人への期待の言葉

一般社団法人オンコロジー
教育推進プロジェクトが支
援。発表・授賞式は駐日ア

を述べた。
これまで２回の発表・授
賞式に出席していたMDア

メリカ大使館の協力を得て
実施された。
対がん協会の箱島信一理

ンダーソンがんセンターの
オリバー・ボーグラー教授
はビデオメッセージで祝福

事長が２人の受賞者を発
表。MDアンダーソンがん

した。ボーグラー教授は来
日を望んでいたが、自身に

いことを背景に
「もう米国
に学ぶことがない、と考え
ている人が多いのかも知れ
ない」
と話した。臨床研究
を行うシステム、
「その患
者」
にとって最適な治療法
を様々な立場の人たちが意
見を交わして選ぶ仕組みな
ど、組織や社会の中で組み
上げられてきたシステム
を、その組織・社会のあり
方とともに学びとることの
大切さを指摘。
「基礎ではな
く、臨床でのことを研修す
るこのプログラムがユニー
クな存在として発展してい
くと日本の医療の変化につ
ながる」
と期待を語った。
ディスカッションを聞い
た参加者は
「寄付がどのよ
うに活用されているのか、
その一つがよくわかった。
リレー・フォー・ライフの大
きな意義だ」
などと話して
いた。参加者の要望もあ
り、この授賞式の模様をＤ
ＶＤ化して関係者に配布す
る予定。

RFLマイ・オンコロジー・ドリーム奨励賞は、日
本の地域がん医療の拡充を図ろうと、日本対がん
協会が米国屈指のがん専門病院として知られるテ
キサス大MDアンダーソンがんセンター側と協議し
て2010年に設けた研修プログラム（２人）。リレー・
フォー・ライフに寄せられる寄付をもとに運営して
いる。がん医療を志す医師免許取得後７年以上の
若手・中堅医師が対象。副賞の奨学金は１人200万
円。2013年度については近く公募する予定。問い
合わせは日本対がん協会・米テキサス大学MDアン
ダーソンがんセンター研修係（電03-5218-4771）へ。
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2011年度 がん検診の実施状況から ◆大腸がん
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「地域在宅支援」 本年度の助成希望者を募集します
日本対がん協会は、地域
でがん患者をサポートする
活動に対する助成金の希望
者を募集しています。対が

要です。患者の世話に疲れ
た家族を支える仕組みも欠
かせません。
病院や診療所を中心に、

り立つにはほど遠い状況で
す。
対がん協会の
「地域在宅
支援事業」
は、こうした取

つあるリレー・フォー・ライ
フや、各地に芽生えている
「がんサロン」
といった動き
とも手を携え、助成をした

ん協会の基本方針
（がん検

こうした取り組みを進めて

り組みを少しでも支援し、

地域の取り組みが一つのモ

診、啓発、がん患者支援）
に沿った
「地域在宅支援事
業」
で、３～４団体に対し、
１団体あたり50万円を限
度に助成します。

いる地域もありますが、人
材や金銭的な問題を抱える
中、医療に携わる個々人の
努力に負っているのが実情
で、社会システムとして成

がん患者の入院と在宅療養
のスムーズな連携を図るこ
とを直截的な目的にしてい
ます。
さらに、全国に普及しつ

デルとなって、それぞれの
地域の実情に応じた形での
普及を進めたいと考えてい
ます。募集要項は次の通り
です。

一般に、手術など急性期
の治療は入院して行われる
ことが多いのですが、入院
日数が短縮される傾向にあ
り、在宅で通院して治療を
受ける患者が増えていると
みられます。
しかしながら、がん患者
を、専門的な知識がなくト
レーニングも受けていない
家族が支えることには自ず
と限りがあります。
病院や診療所が連携し、
看護師が訪問したり、薬剤
師が薬の説明をしたりとい
ったことはもちろんのこ
と、精神的なサポートも必

対

象：地域の在宅ケア支援や知識啓発活動などを行うボランティア組織をはじめ、入
院先との連携づくりに力を入れている団体や、人材育成のためのシステムを運

営する組織など。年に３～４団体。
助 成 額：１団体あたり年に最高50万円
（最長３年間）
。
応募方法：活動目的、実績と課題、収支計画表、責任者のプロフィール、連絡先などをA
４用紙一枚にまとめ、下記に郵送またはFAXしてください。所定の用紙はな
く、書式は自由です。到着確認後にご連絡します。
応募期間：６月20日
（木）
必着
選
考：６月下旬に日本対がん協会内の助成審査委員会で審査・選考します。結果は各
団体にお知らせします。
そ の 他：助成団体には計画書
（収支予算計画表つき）
を提出していただきます。年度末に
は収支を報告するとともに、事業の進捗状況、成果などのレポートを提出し
ていただきます。
応 募 先：〒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
公益財団法人 日本対がん協会
「地域在宅支援」
係
問い合わせは担当の田渕
（Tel 03－5218－4771、
Fax 03－5222－6700）
までお願いします。

増える
「遺贈」希望

2011年の映画
「エンディ

上の人口は３千万人を超

す。遺産相続のトラブルや

望の連絡をいただきまし

ングノート」
で一躍話題と
なり2010年のユーキャン

え、
日本の総人口の23.7%。
その半数以上が高齢者だけ

手間を避けるために信託銀
行のサービスを利用する人

た。また、実際にこれから
遺贈の遺言を書かれるとい

新語・流行語大賞の候補と
なった言葉に
「終活
（しゅう
かつ）
」
があります。自分の
人生の最後をより良く生き

で暮らしています。近頃、
日本対がん協会には、その
ような高齢者から自分が亡
くなったら残った遺産を協

が増えていることが原因で
す。
日本対がん協会でもご自
分の住まいや預貯金、有価

う希望者が協会をご訪問い
ただき、我々と面談して安
心して遺言書を書かれると
いうケースもあります。

るために、介護や葬儀、お
墓のことを依頼したり、財

会に寄付したいという申し
出が増えてきました。

証券など、亡くなった後に
協会に寄付したい
（遺贈）
と

今後はますます増えると
予想される遺贈希望者の皆

産配分を目的とする遺言や
遺産相続の方法を決めた
り、そして自分の思いや意
思・願いをつづる文章を元

今年、１月13日付けの
日本経済新聞朝刊に掲載さ
れた記事によると、信託銀
行が取り扱う遺言信託が急

希望される皆さんにお応え
するために、弁護士、会計
士、司法書士など専門のス
タッフをいつでもお願いで

さんが持っている質問にお
答えし、不安点を解消する
ためのセミナーを開催する
計画です。日本対がん協会

気なうちに準備することを
さす言葉です。

激に伸び2012年９月末の
遺言書保管件数は、７万

きる体制を用意していま
す。

の活動をご理解いただいた
上でさらなるご寄付につな

総務省や厚生労働省の調
査によると、現在65歳以

2761件で３年前に比べて
約１万件増えているそうで

新年度に入った４月には
信託銀行から２件の遺贈希

げたいと考えます。

2013年5月1日		
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静岡市で初のリレー
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静岡県立大グラウンドに1200人
若い世代が活躍
崎のリレーのメンバーが参
加。リレーを積極的に支援
するFM岡崎が参加者の声
を拾うなど、仲間たちの祝
福を受けた初開催になっ
た。

「リレー・フォー・ライフ・

のあいさつに続くバイバー

結局雨は止まず、21日
午前８時半、食堂で夜を明
かした多くの仲間たちが参

ジャパン2013静岡」
が４月
20、21の両日、静岡市駿
河区の静岡県立大学のグラ

ズラップでは笑顔いっぱい
に歩みを刻んだ。
ただ、２日目夕方から風

加して閉会式が行われた。
若林実行委員長が
「天の神
が来年に楽しみを残してく

いただいて、R F Lを開催
したいと思います」
と高ら

ウンドで開かれた。同市で
初のリレーで、同大学の全
面的なバックアップを受け

雨が強まり、リレーウォー
クは中断を余儀なくされ
た。それでもステージ上の

れたのではないでしょう
か。来年もここに集まって

かに宣言。参加者たちも深
くうなずき、
再会を誓った。

た。雨がやまず、閉会式は
21日午前８時半に早めら
れたものの、多くの学生た
ちがボランティアで運営を
手伝い、若い力に支えられ
たリレーになった。
参加者は1200人。サバ
イバーも155人が駆け付け
た。実行委員長の若林敬
二・同大学学長補佐が開会

テント内で行われたルミナ
リエセレモニーでは、参加
した各チームの代表者が詩
を朗読し、天国に旅立った
仲間たちをしのんだ。
舞台はその後、近くの食
堂へ。参加者たちはクイズ
大会やさまざまなアトラク
ションを楽しんだ。
愛知県岡崎市からは、岡

老いも若きも、手を携えてリレーウォーク

大雨の中、灯り続けたルミナリエ

FM岡崎の仲間も参加し祝福した

治療の選択 一人ひとり異なる状況を考える

「がん相談ホットライン」より⑪

前回、治療の選択の時に

選択する」
ことがともて大

にと言われていますが、ど

もの」
のことがよくわかっ

は多くの人が悩み、時には
相談員に治療の選択を求め
られることもあるとお話し
しました。

切になります。
相談員は、治療の選択に
迷う相談を受けた時、まず
よく話を聴きます。

ちらにしたらよいのかわか
りません」
という相談があ
りました。話を聴いていく
と自分の病状や
「治療その

ていてもこの相談者のよう
に選択できない方は多いの
です。
人によって大切にしたい

しかし、年齢や生活スタ
イル、社会や家庭で担って

その中で相談者が自分の
病状や担当医の提案する治

もの」
については担当医か
ら実によく説明されていま

ものやどう生きていきたい
かが異なりますから、その

いる役割、考え方や価値
観、死生観など一人ひとり
違いがあります。相談者の
人生を左右するような治療

療をどのように理解してい
るかを確かめながら、何が
相談者の治療の選択を妨げ
ているのか明らかにしてい

した。
治療にはがんや症状を抑
えられるとういうメリット
だけではなく、副作用や危

治療が
「自分にとってどう
か」
と考えた時に、メリッ
トやデメリットが変わって
くることがあるためです。

の選択を、私たち相談員が
相談者にとって代わって決

きます。治療の選択を難し
くさせている要因は様々で

険性などデメリットも考慮 「自分にとって必要な情報」
しなければなりませんが、 や担当医に再度確認しなけ

めることはできません。
治療することは命はもち
ろんですが、生き方や生活
そのものに関わってきま

すから、選択するためのプ
ロセスも人によって違いが
あります。
先日、
「手術か化学療法

その点も十分なされてい
て、相談者もそれをよく理
解していました。
しかし、実際に治療を選

す。だからこそ、
「自分で

どちらにするか決めるよう

択する時には、
「治療その

ればならないことも変わっ
てきます。次回も引き続き
このことを話したいと思い
ます。
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垣添忠生・日本対がん協会会長に瑞宝重光章
伝達式が行われる。
瑞宝章は、国や公共に対
して長年功労があった人に

公益財団法人日本対がん

おくられる。垣添会長は、 に選ばれた。
がん医療に携わる医師とし
垣添会長は東京大学医学
てはもちろんのこと、国立 部卒。都立駒込病院泌尿器

協会の垣添忠生会長＝写真
＝が瑞宝重光章を受章する
ことが４月29日付で発表

がんセンター
（現国立がん
研究センター）
の総長を務
め、また国のがん対策推進

された。５月９日に皇居で

協議会の会長の重責を果た

日本対がん協会賞・朝日がん大賞
今年度の
「日本対がん協
会賞」
と
「朝日がん大賞」
の

すなど、長年にわたって日
本のがん対策立案の中心的
役割を担い、保健衛生功労

る
「がん予防」
全般で、がん
征圧に向けた実績をあげて

会長に就任。
泌尿器科の専門書多数。
ほかに
「妻を看取る日」
（新
潮社）
では、がんと闘う最
愛の妻を看取ったがん専門
医の苦悩を赤裸々につづ
り、多くの読者の共感を呼
んでいる。テレビドラマ化

科医員、国立がんセンター
中央病院長、国立がんセン
ター総長などを歴任し、 され、NHK BS－hiで放
2007年に日本対がん協会 映された。

候補者募集
ん大賞は１件。対がん協会
内の選考委員会で選考して

朝日がん大賞には、正賞
（レリーフ）
と副賞（100万
円）
を贈ります。
今年度から推薦基準のう

候補者の募集を始めまし
社会に貢献し、なおかつ、 ９月１日付で発表。９月
ち、
「現職の協会関係者は
た。締め切りは６月３日
第一線で活躍している個
13日に札幌市で開催され
原則として対象としない」
（必着）
です。自薦・他薦は
人・団体に贈ります。
るがん征圧全国大会で表彰
は削除しました。
「支部と対
問いません。
いずれも年度賞で、協会
します。協会賞は正賞
（レ
がん協会は互いに独立して
対がん協会賞は1968年
賞は個人・団体各数件、が
リーフ）
と副賞（記念品）
、 いる」
と判断しました。
に創設、対がん活動に顕著
「日本対がん協会賞」
な功績のあった個人及び団
１．
「多年」
とは、おおむね10年以上をいう。
２．適正ながん知識の普及や啓発に対する功績。
体を対象としています。が
３．精度の高い各種がん検診の普及や推進に対する功績。
ん征圧のための事業、研
４．奉仕活動や募金活動に対する功績。
究、予防など第一線での地
５．がんの早期発見および治療に関する調査・研究・開発での功績。
「朝日がん大賞」
道な活動を顕彰します。
１．検診法や検診機器で画期的な開発をしたり、挑戦したりしている個人や団体。
朝日がん大賞は日本対が
２．将来期待できるがんの予防法や研究を手掛けている個人および団体。
３．患者・治癒者の活動などでがん予防運動に顕著な貢献をしたり、育成したりして
ん協会賞の特別賞として
いる個人や団体。
2 0 0 1年に創設しました。 応募にあたっては、推薦書類を日本対がん協会のホームページ
（http://www.jcancer.
対がん協会の活動の柱であ
jp/archive/asahi/10download.html）
からダウンロードしてください。

「第９回ピンクリボンデザイン大賞」作品募集
ピンクリボンフェスティ
バルの一環として開催して
いるピンクリボンデザイン
大賞の作品を
「母の日」
の５
月1 2日から募集します。
９回目の今年は、乳がんの
早期発見の大切さを伝え、
検診を呼びかけるデザイン
が対象。課題コピー
（２作
品）
に見合うものを公募し
ます。
グランプリ作品はポスタ
ーにしてピンクリボンフェ
スティバルを開く東京・名
古屋・神戸・仙台各都市など

で交通広告にするほか、自

いて学んでもらい、その発

治体での啓発に役立てても
らう。

信力を生かして啓発を行う
ことが狙いです。

このコンテストは、応募
者に制作過程で乳がんにつ

昨年は、ポスター部門、
東京都コピー部門などに

１万６千点を超える応募が
あり、若手クリエーターの
登竜門として注目されてい
ます。

募集内容：乳がん早期発見の大切さを伝え、検診を呼びかけるポスターデザイン
募集部門：下記いずれかのコピーを使用したポスター作品
Ａ部門：検診に行けないほど忙しいことが、幸せだと思っていた。
Ｂ部門：乳がんは勇気に弱い。
募集期間：2013年５月12日～７月１日（当日消印有効）
応募方法：①指定の応募用紙
②作品（A4判タテ）
①②を重ねて１作品ごとにとじてください。
応 募 先：〒107-8880 赤坂郵便局留「ピンクリボンデザイン大賞」応募作品係
協
賛：メスキュード医療安全基金、キリンビバレッジ㈱、ホクト㈱
主
催：ピンクリボンフェスティバル運営委員会
後
援：厚生労働省、東京都、日本医師会
※詳細は、ピンクリボンフェスティバル公式サイト
（http://www.pinkribbonfestival.jp/）をご覧ください。

