
　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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４、５面　主ながんによる性別年齢調整
　　　　　死亡率都道府県ランク2011

７面　女子大生たちが
　　　母の日乳がんキャンペーン

８面　プロジェクト未来研究助成金公募

１部70円（税抜き）

　厚生労働省は、子宮頸が
ん検診にあわせて行う「Ｈ
ＰＶ検査検証事業」の実施
要項をまとめ、５月24日
付で都道府県知事、指定都
市と中核市の市長あてに通
知した。今年度の「がん検
診推進事業」実施要項の中
に盛り込んだ。厚生労働科
学研究と一体的にすすめ、
HPV検査の有効性を評価
する。（２面に関連記事）
　この検査は、子宮頸がん
の原因となるHPV（ヒトパ
ピローマウイルス）に感染
しているかどうかを調べる
もの。今回の事業は、若い
世代に増えている子宮頸が
んを減らすのが狙いで、
30、35、40歳を対象に実
施する。
　市区町村に参加希望を募
り、検査費用の２分の１を
国が負担する。２分の１は
市区町村の負担になる。受
診者は無料。
　この年齢には従来の子宮

40歳から５歳刻みで60歳
まで。
　子宮頸がんと乳がんの検
診無料クーポン券は導入さ
れて今年度が５年目。５歳
刻みで配布されているの
で、ちょうど一回りしたこ
とになる。

頸がん検診無料クーポン券
も配布されるので、参加す
る市区町村に住んでいると
細胞診とHPV検査が同時
に無料で受けられることに
なる。国は今年度、７万人
程度に実施する予算を計上
している。
　検証事業は、「子宮頸が

業のほか、「がん検診推進
事業」には、子宮頸がん、
乳がん、大腸がんの各検診
を対象にした無料クーポン
券が従来通り実施されるこ
とが盛り込まれている。子
宮頸がん検診は20歳から
５歳刻みで40歳まで、乳
がんと大腸がんの検診は

HPV検査検証事業実施
若い女性に増える子宮頸がん対策で30、35、40歳に

国の今年度のがん検診推進事業

HPV検査検証事業の要件（抜粋）
１．過去の受診履歴（最低２年分、精検を含む）の保管
２．原則として子宮頸がん検診を２年間隔で実施
３．市区町村内で細胞診の方法を統一
４．細胞診の判定はベセスダシステム
５．市区町村内で同一のHPV検査キットを使用
６．精検などの個別勧奨
７．精検受診の有無と精検実施機関の把握
８．精検の対象にならなかった受診者らへの２年後の検診受診の勧奨

ん検診を適切な精度
管理の下で実施して
いる」市区町村が実
施できる＝表参照。
　検診の「台帳」が必
要になるが、今回
は、検診の無料クー
ポン券の配布対象者
であることからその
記録が利用できる。
　また市区町村は、
精度管理に関する項
目について、自ら実
施していなくても、
検診機関に委託して
もかまわないとされ
ている。
　HPV検査検証事

染してもほとんどは自然に排除
される。あまりに高感度の検査
方法だと、「臨床上意味のない
陽性」が増えることになる。現
在「HC（ハイブリッドキャプチ
ャー）２」という方法が標準と
され、国際ガイドラインでも、
HC２と比較して同等の感度特
異度を有する検査を使うよう求
められている。

【 HPV検査 】
　子宮頸がんの原因となる「ハ
イリスクHPV」の感染を調べる
検査。ハイリスクHPVは十数
種類あるとされ、そのどれかに
感染していれば「陽性」と判定す
るものや、感染したHPVのタ
イプも分かるキットもある。た
だ「HPVの感染＝がん発症」と
いうわけではなく、いったん感
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同意を得た者の以下項目を照会（予定）
・検診結果
・精密検査受診の有無・精密検査実施機関名
・精密検査結果
・住民票の写し等

同意を得た者の
精密検査結果を照会（予定）

厚生労働科学研究班
研究協力者

研究協力者に送付
対象者

HPV検査
受診希望

受診（要精検の場合）

事業対象者に
送付

HPV検査
受診希望
なし

同意を得た者の検診結果・精密
検査実施機関名を照会（予定）

検診実施機関

HPV検査検証事業対象者

市区町村

研究参加
同意あり

研究参加
同意あり

同意書もしくは同意
した者のリスト
（詳細は後日提示）

細胞診+
HPV検査
実施

細胞診
のみ
実施

研究参加
同意なし

研究参加
同意なし

HPV検査の
受診案内
研究に関する
説明書・同意書

精密検査実施機関
精密検査

あった場合は、協力が必要
になる。
　こうしたフォローは、２
年後の検診に加え、４年
後、６年後も続くことが計
画されている。
　今回の検証事業に参加す
るか参加しないかにかかわ
らず、検診の精度管理はふ
だんから求められている基
本事項だ。
　「もし、改善が必要だと
思われる市区町村があった
ら、今回の事業に参加する
ことを、そのきっかにして
ほしい。自ら実施するのが
難しい場合も、検診機関に
委託することで精度管理の
向上につなげてほしい」と、
研究に協力する日本対がん
協会の担当者は要望してい
る。

　これらの受診者の中か
ら、「研究に同意」した人を
対象に、検診の結果、精密
検査の受診状況などのデー
タのフォローが実施され
る。HPV検査は「拒否」し
ながら、「研究に同意」した
人がいれば、受診した細胞
診単独のデータのフォロー
が行われることになる。
　一方、「比較」をするた
め、HPV検査の対象とな
る年齢以外の人、例えば
31～34歳、36～39歳の人
の細胞診単独検診の結果
も、フォローが求められる
ことになる予定だ。
　こうしたフォローのた
め、各地に「研究協力者」が
配置される。市区町村や検
診機関においては、研究協
力者からのデータの照会が

みだ。
　今回の検証は、図のよう
な流れになる。
　まず、30、35、40歳の
対象者に、HPV検査の受
診案内とともに、研究に関
する説明文書、同意書が送
付される。この送付作業が
市区町村の役目になる。
　HPV検査に関しては、
住民検診の中で実施するこ
とから、対象者全員が「受
ける」ことを前提に作業が
進められる。同意に関して
は「拒否」しないかぎり、同
意があるということが前提
になる。
　検診機関では、「同意」し
た人には、細胞診とHPV
検査の併用を、「拒否」した
人には細胞診の単独検診を
実施する。

　子宮頸がん検診でHPV
検査を併用し、若い女性に
増える子宮頸がんを減らそ
う−厚生労働省が今年度
取り組む「HPV検査検証事
業」は、市区町村に参加を
募るとはいえ、住民検診に
新たな手法をとり入れ、あ
わせてその有効性を検証す
る研究を組み合わせるとい
う、従来にない枠組みだ。
　がん検診の新たな手法を
顕彰する場合、「研究」とし
て取り組むと、莫大な費用
がかかる。しかし、事業に
研究の側面をもたせると費
用は抑えられる一方で、大
規模なデータが得られて評
価の信頼性が高まるうえ、
検診事業の精度管理の向上
が期待できる。今後の研究
のモデルとも言える取り組

厚生労働科学研究と一体化した「検診事業」
大規模データ分析のモデルに　精度管理の向上も期待

厚労省　HPV検査と細胞診の併用
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　2011年度 がん検診の実施状況から  ◆肺がん
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全　部　位 胃 肝及び肝内胆管 膵　臓 気管、気管支及び肺 大　腸 乳 子　宮 前立腺
男女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 女

全国 83.1 全国 107.1 全国 61.2 全国 16.2 全国 6.1 全国 11.2 全国 3.0 全国 8.8 全国 5.2 全国 23.5 全国 7.0 全国 13.8 全国 7.5 全国 10.8 全国 4.6 全国 2.5 
長野 69.4	 長野 83.2	 岡山 49.7	 沖縄 9.6	 鹿児島 4.0	 新潟 6.8	 長野 1.6	 沖縄 6.6	 福井 3.8	 長野 17.3	 島根 4.0	 奈良 9.5	 高知 4.9	 福井 6.4	 福井 2.5	 富山 1.2	
岡山 73.5	 滋賀 93.5	 島根 50.7	 熊本 11.4	 沖縄 4.2	 長野 7.6	 秋田 1.9	 長野 7.3	 徳島 3.9	 熊本 19.0	 沖縄 4.2	 石川 9.7	 宮崎 5.2	 宮崎 7.4	 新潟 3.0	 福井 1.2	
香川 73.5	 香川 95.2	 福井 51.1	 長野 12.0	 長崎 4.5	 富山 7.6	 新潟 1.9	 徳島 7.4	 熊本 4.0	 大分 20.4	 宮崎 5.0	 滋賀 10.7	 大分 5.2	 山梨 7.6	 大分 3.1	 香川 1.5	
福井 74.3	 熊本 95.4	 香川 53.4	 鹿児島 12.0	 大分 4.5	 山形 7.8	 岩手 2.2	 長崎 7.5	 鳥取 4.0	 富山 20.7	 山梨 5.0	 徳島 10.8	 岡山 5.5	 島根 7.7	 香川 3.1	 栃木 1.7	
滋賀 74.7	 岐阜 98.3	 新潟 53.8	 静岡 12.5	 群馬 5.0	 沖縄 7.9	 千葉 2.2	 滋賀 7.6	 茨城 4.1	 宮崎 20.8	 岡山 5.0	 島根 11.1	 徳島 5.6	 徳島 7.9	 島根 3.2	 石川 1.8	
熊本 74.8	 奈良 98.4	 大分 54.5	 山梨 12.8	 熊本 5.2	 秋田 8.0	 神奈川 2.4	 愛媛 8.1	 新潟 4.3	 沖縄 21.2	 奈良 5.2	 香川 11.1	 愛媛 6.1	 滋賀 8.4	 岡山 3.3	 岐阜 1.8	
大分 77.2	 富山 98.9	 宮崎 54.6	 徳島 13.0	 宮崎 5.3	 宮城 8.8	 茨城 2.4	 兵庫 8.2	 広島 4.3	 岩手 21.2	 新潟 5.4	 長野 11.3	 滋賀 6.2	 三重 9.1	 富山 3.3	 青森 1.8	
岐阜 78.2	 静岡 99.1	 三重 55.0	 大分 13.5	 神奈川 5.5	 奈良 9.0	 宮崎 2.4	 栃木 8.2	 福島 4.3	 茨城 21.2	 大分 5.4	 大分 11.4	 長野 6.2	 愛媛 9.1	 京都 3.6	 山口 1.9	
三重 78.5	 福井 99.1	 山梨 55.2	 香川 14.0	 東京 5.5	 愛知 9.3	 栃木 2.4	 熊本 8.2	 群馬 4.5	 秋田 21.3	 秋田 5.7	 三重 11.5	 石川 6.3	 兵庫 9.2	 滋賀 3.7	 長野 2.0	
島根 78.6	 岡山 99.2	 徳島 56.1	 岡山 14.2	 岡山 5.5	 三重 9.4	 埼玉 2.5	 埼玉 8.3	 岡山 4.6	 佐賀 21.5	 高知 5.8	 岡山 11.5	 島根 6.4	 香川 9.2	 石川 3.7	 愛知 2.0	
沖縄 78.7	 千葉 100.0	 滋賀 56.3	 滋賀 14.6	 長野 5.5	 岐阜 9.6	 香川 2.5	 佐賀 8.3	 香川 4.6	 山梨 21.6	 佐賀 5.8	 熊本 11.8	 新潟 6.5	 福島 9.2	 広島 3.7	 三重 2.0	
山梨 78.7	 群馬 101.5	 沖縄 56.5	 宮崎 14.7	 岩手 5.6	 石川 9.8	 山形 2.6	 山口 8.4	 石川 4.7	 栃木 21.6	 福井 5.9	 宮城 12.2	 熊本 6.8	 愛知 9.4	 宮城 3.9	 徳島 2.0	
新潟 78.8	 沖縄 102.7	 長野 56.8	 三重 14.9	 福岡 5.7	 高知 9.8	 東京 2.6	 千葉 8.4	 長崎 4.8	 群馬 21.7	 三重 6.0	 愛媛 12.5	 沖縄 6.8	 岩手 9.5	 福島 3.9	 岡山 2.0	
宮崎 79.4	 石川 103.0	 広島 56.9	 岩手 15.1	 山形 5.7	 神奈川 9.8	 愛知 2.7	 山形 8.4	 岐阜 4.8	 千葉 21.8	 熊本 6.1	 山梨 12.6	 香川 6.9	 高知 9.6	 長崎 4.1	 兵庫 2.1	
静岡 79.6	 三重 103.1	 熊本 57.5	 千葉 15.2	 宮城 5.7	 滋賀 9.9	 三重 2.7	 福島 8.5	 千葉 4.8	 滋賀 21.8	 岐阜 6.1	 広島 12.8	 静岡 7.0	 京都 9.7	 山形 4.1	 北海道 2.2	
千葉 79.6	 大分 103.1	 愛媛 57.7	 福井 15.2	 茨城 5.7	 静岡 10.0	 高知 2.7	 大分 8.5	 山口 4.8	 香川 21.9	 岩手 6.1	 山形 12.8	 福井 7.0	 広島 9.8	 兵庫 4.2	 宮城 2.2	
石川 79.7	 埼玉 103.9	 福島 57.9	 東京 15.3	 高知 5.7	 千葉 10.1	 宮城 2.7	 群馬 8.5	 長野 4.9	 高知 22.1	 静岡 6.2	 富山 12.9	 広島 7.0	 石川 9.8	 長野 4.3	 福岡 2.3	
徳島 79.8	 徳島 104.0	 石川 58.3	 福岡 15.3	 新潟 6.0	 京都 10.3	 石川 2.8	 宮城 8.5	 山形 4.9	 岐阜 22.2	 山形 6.2	 新潟 12.9	 岐阜 7.1	 長野 9.8	 神奈川 4.5	 茨城 2.3	
奈良 80.0	 東京 104.0	 京都 58.7	 群馬 15.3	 北海道 6.1	 埼玉 10.3	 静岡 2.8	 愛知 8.5	 岩手 4.9	 埼玉 22.3	 富山 6.3	 岐阜 13.0	 富山 7.2	 岡山 9.8	 岐阜 4.5	 奈良 2.4	
広島 80.5	 愛知 104.3	 岩手 59.0	 長崎 15.5	 福島 6.1	 岩手 10.5	 沖縄 2.8	 茨城 8.6	 埼玉 4.9	 静岡 22.3	 山口 6.3	 兵庫 13.1	 山口 7.2	 鹿児島 9.9	 愛媛 4.6	 福島 2.4	
愛媛 80.7	 山梨 105.0	 茨城 59.5	 広島 15.6	 広島 6.1	 福島 10.5	 滋賀 2.8	 静岡 8.6	 沖縄 5.0	 東京 22.4	 茨城 6.3	 宮崎 13.3	 千葉 7.2	 岐阜 10.0	 埼玉 4.6	 広島 2.4	
群馬 81.4	 山形 105.2	 愛知 59.5	 岐阜 16.1	 香川 6.2	 東京 10.6	 山梨 2.8	 東京 8.6	 三重 5.0	 岡山 22.5	 福島 6.4	 福井 13.3	 栃木 7.3	 大分 10.1	 奈良 4.6	 大阪 2.4	
愛知 81.4	 新潟 105.6	 岐阜 59.6	 神奈川 16.2	 三重 6.2	 鹿児島 10.7	 北海道 2.9	 宮崎 8.6	 東京 5.1	 福島 22.5	 千葉 6.4	 鳥取 13.4	 大阪 7.5	 鳥取 10.2	 山口 4.6	 和歌山 2.5	
富山 81.5	 宮城 105.6	 宮城 60.1	 奈良 16.3	 京都 6.2	 宮崎 10.7	 福井 2.9	 京都 8.7	 滋賀 5.1	 神奈川 22.6	 長野 6.5	 埼玉 13.5	 奈良 7.5	 栃木 10.4	 愛知 4.6	 京都 2.5	
京都 81.8	 広島 106.6	 千葉 60.2	 石川 16.5	 千葉 6.2	 福井 11.1	 京都 2.9	 岐阜 8.7	 宮城 5.2	 新潟 22.7	 広島 6.5	 愛知 13.6	 東京 7.6	 熊本 10.5	 秋田 4.7	 愛媛 2.5	
福島 81.9	 栃木 106.9	 山形 60.8	 北海道 16.5	 島根 6.2	 茨城 11.1	 奈良 2.9	 新潟 8.7	 高知 5.2	 島根 22.7	 滋賀 6.6	 千葉 13.7	 鹿児島 7.6	 奈良 10.5	 三重 4.8	 鹿児島 2.5	
山形 82.0	 茨城 107.0	 兵庫 60.9	 埼玉 16.7	 埼玉 6.3	 香川 11.2	 山口 3.0	 山梨 8.7	 富山 5.2	 鹿児島 22.7	 鹿児島 6.7	 静岡 13.8	 山形 7.6	 千葉 10.6	 北海道 4.8	 群馬 2.5	
宮城 82.1	 福島 107.0	 高知 61.2	 愛知 16.7	 静岡 6.4	 島根 11.2	 青森 3.0	 福岡 8.8	 神奈川 5.2	 石川 22.9	 石川 6.7	 福島 13.9	 兵庫 7.7	 秋田 10.6	 高知 4.8	 山梨 2.5	
東京 82.4	 島根 107.1	 静岡 61.8	 京都 16.8	 福井 6.4	 栃木 11.3	 群馬 3.1	 大阪 8.8	 大分 5.2	 広島 23.0	 栃木 6.8	 鹿児島 14.1	 岩手 7.7	 茨城 10.6	 青森 4.9	 静岡 2.5	
埼玉 82.9	 愛媛 107.4	 栃木 62.0	 富山 16.8	 愛知 6.5	 岡山 11.6	 島根 3.1	 奈良 8.9	 島根 5.3	 山形 23.1	 愛媛 6.8	 東京 14.2	 埼玉 7.8	 新潟 10.6	 佐賀 4.9	 新潟 2.6	
茨城 83.0	 京都 107.6	 鹿児島 62.1	 宮城 16.9	 山梨 6.5	 群馬 11.8	 福島 3.1	 秋田 9.1	 京都 5.3	 福井 23.1	 青森 6.8	 北海道 14.3	 茨城 7.8	 群馬 10.8	 福岡 4.9	 鳥取 2.7	
鹿児島 83.6	 宮崎 107.8	 埼玉 62.6	 島根 17.1	 滋賀 6.6	 山口 11.9	 富山 3.1	 鹿児島 9.2	 愛知 5.3	 愛媛 23.3	 徳島 6.9	 群馬 14.4	 群馬 7.8	 青森 11.0	 大阪 4.9	 滋賀 2.7	
栃木 83.9	 神奈川 107.8	 神奈川 62.6	 兵庫 17.2	 石川 6.8	 徳島 12.0	 鹿児島 3.2	 神奈川 9.2	 奈良 5.3	 奈良 23.5	 長崎 6.9	 京都 14.5	 山梨 7.8	 宮城 11.0	 東京 5.0	 千葉 2.7	
兵庫 84.0	 鹿児島 107.9	 東京 63.1	 茨城 17.6	 栃木 6.8	 長崎 12.3	 岡山 3.3	 石川 9.3	 兵庫 5.3	 兵庫 24.0	 愛知 6.9	 大阪 14.6	 京都 7.8	 長崎 11.1	 山梨 5.0	 埼玉 2.7	
神奈川 84.5	 兵庫 109.7	 群馬 63.2	 和歌山 17.7	 愛媛 6.8	 熊本 12.6	 岐阜 3.4	 島根 9.4	 栃木 5.3	 宮城 24.1	 宮城 7.0	 茨城 14.6	 北海道 7.9	 大阪 11.2	 岩手 5.1	 岩手 2.7	
岩手 85.7	 山口 112.5	 奈良 63.2	 佐賀 17.9	 山口 6.9	 北海道 12.9	 鳥取 3.4	 香川 9.5	 鹿児島 5.4	 徳島 24.1	 兵庫 7.0	 神奈川 14.7	 福岡 7.9	 福岡 11.2	 熊本 5.2	 東京 2.8	
高知 86.5	 高知 115.1	 長崎 63.5	 大阪 18.1	 鳥取 6.9	 兵庫 13.1	 愛媛 3.6	 広島 9.6	 山梨 5.5	 山口 24.4	 群馬 7.1	 福岡 14.8	 三重 7.9	 山形 11.3	 千葉 5.2	 大分 2.8	
山口 86.5	 佐賀 115.3	 鳥取 63.9	 山口 18.2	 兵庫 6.9	 大分 13.4	 兵庫 3.6	 和歌山 9.7	 青森 5.6	 福岡 24.4	 京都 7.2	 和歌山 15.0	 神奈川 7.9	 和歌山 11.4	 栃木 5.3	 熊本 2.9	
長崎 87.8	 長崎 116.1	 山口 64.2	 福島 18.3	 大阪 7.0	 大阪 13.5	 長崎 3.7	 青森 10.0	 和歌山 5.6	 京都 24.7	 東京 7.3	 栃木 15.2	 愛知 8.3	 静岡 11.4	 鹿児島 5.3	 神奈川 2.9	
福岡 88.9	 岩手 116.3	 福岡 64.4	 栃木 18.9	 和歌山 7.1	 青森 13.6	 和歌山 3.8	 高知 10.2	 宮崎 5.7	 長崎 24.9	 埼玉 7.4	 佐賀 15.2	 宮城 8.3	 沖縄 11.5	 茨城 5.4	 秋田 3.0	
秋田 90.7	 福岡 117.7	 秋田 64.6	 愛媛 19.0	 佐賀 7.1	 鳥取 14.5	 大分 3.8	 北海道 10.3	 秋田 5.7	 愛知 25.3	 神奈川 7.5	 山口 15.3	 青森 8.5	 埼玉 11.5	 沖縄 5.5	 長崎 3.0	
大阪 91.0	 大阪 118.3	 富山 65.5	 高知 19.5	 岐阜 7.4	 広島 14.6	 徳島 3.8	 岡山 10.3	 大阪 5.7	 三重 26.6	 福岡 7.6	 長崎 15.6	 福島 8.8	 北海道 11.9	 和歌山 5.5	 佐賀 3.2	
北海道 91.5	 北海道 118.8	 青森 66.3	 青森 20.2	 徳島 7.4	 山梨 15.1	 大阪 4.1	 三重 10.4	 静岡 5.7	 大阪 27.4	 香川 7.7	 岩手 15.6	 和歌山 8.9	 神奈川 12.7	 徳島 5.6	 山形 3.3	
鳥取 91.7	 秋田 121.0	 大阪 66.3	 新潟 20.3	 青森 7.8	 愛媛 15.2	 福岡 4.1	 福井 10.5	 福岡 5.7	 北海道 28.6	 和歌山 7.8	 高知 15.7	 長崎 9.2	 東京 13.0	 静岡 5.9	 島根 3.3	
佐賀 92.0	 和歌山 122.5	 北海道 68.6	 鳥取 20.3	 秋田 7.9	 和歌山 15.2	 熊本 4.1	 鳥取 10.6	 愛媛 5.8	 青森 29.3	 鳥取 8.5	 秋田 17.1	 鳥取 9.2	 山口 13.3	 鳥取 6.1	 沖縄 3.5	
和歌山 94.0	 鳥取 122.9	 和歌山 69.1	 山形 21.2	 奈良 8.1	 福岡 16.7	 広島 4.4	 富山 10.7	 佐賀 6.2	 鳥取 29.3	 大阪 8.5	 青森 20.0	 佐賀 9.4	 佐賀 14.6	 宮崎 6.1	 高知 3.5	
青森 97.7	 青森 135.1	 佐賀 73.0	 秋田 23.4	 富山 8.7	 佐賀 18.0	 佐賀 7.0	 岩手 10.8	 北海道 6.5	 和歌山 29.7	 北海道 9.8	 沖縄 20.4	 秋田 10.1	 富山 15.0	 群馬 6.3 宮崎 3.7

主ながんによる性別年齢調整死亡率（人口10万対）の都道府県ランク2011
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遺伝カウンセリングが強く勧められるケース
（日本乳癌検診学会の「乳がん発症ハイリスクグルー
プに対する乳房MRIスクリーニングに関するガイド
ライン」より）
同一家系（第２度近親者）内に２人以上の乳がん患者
が存在し、かつ、そのうち一人が、（１）若年（40歳未
満）で乳がんを発症、（２）両側乳がん、（３）乳がん
と卵巣がんの両方を発症、（４）男性乳がん、および、
（５）乳がん、卵巣がんそれぞれが一人以上。

に悩む、という結果にもな
りかねない。
　それに、遺伝子検査が及
ぼす影響は、「本人」だけに
とどまらない。自身が変異
を受け継いでいなかったと
しても、「きょうだい」がい
た場合に、「きょうだい」が
受け継いでいる可能性もあ
るし、その「きょうだい」の
子どもに受け継がれている
場合もある。
　遺伝子検査を受けた人
が、「その人」のためを思っ
て自身の検査のことを伝え
たとしても、「私はそんな
こと知りたくなかった」と
いうことだって十分に考え
られる。
　遺伝カウンセリングを受
け、遺伝性の乳がん・卵巣
がんに詳しい医師に相談し
たうえで、判断をすること
が欠かせないのはもちろん
だが、その前に、そのカウ
ンセリングの拡充や専門医
の養成が必要だ。その判断
の基礎となるデータの集
積・分析がとても大きな意
味を持つ。

に変異があったとしても、
「本人」に乳がん、もしくは
卵巣がんの発症リスクがど
れくらいあるのか、はっき
りしていないのだ。
　遺伝子検査を受けること
で「自身」のリスクを知って
定期的な検査を受け、発症
した場合も早期に見つけて
適切な治療につなげる−
というメリットは大きい。
日本乳癌検診学会では、乳
がん発症のハイリスクと考
えられる人たちを対象に乳
房MRIを用いた検査を任
意型検診として行う場合の
ガイドラインを設けてい
る。
　重要なのは、遺伝子検査
を受ける前からの遺伝カウ
ンセリングだ。何より検査
を受けることの意味を理解
することが欠かせない。自
身の健康管理に役立つ情報
が得られるメリットがある
一方で、変異がわかった場
合の将来への不安とどう向
き合うか。変異があったと
しても100%確実に乳がん
を発症するというわけでは
なく、本来は「無用」な不安

起こしてできる乳がんとは
発症のリスクが異なる。
　米国では、この遺伝子を
検査して「リスクが高い」と
判断されれば、予防切除が
選択肢の一つとされてき
た。研究に基づいてリスク
を判定することや、遺伝カ
ウンセリングの態勢の整備
と併せて実行されている。
　遺伝子の検査は、日本で
も1990年代終わりごろか
ら大学病院などで実施され
てきた。検査キットも導入
され、徐々に広がろうとし
ている。しかし、その検査
の結果に基づいて「予防切
除」を決めるかどうか、ま
だ米国のような状況にはな
っていない。
　そもそも、この「BRCA
１」「BRCA2」の遺伝子の
変異が、どれくらいの頻度
で存在しているのか、一部
に欧米と変わらないという
報告はあるものの、大規模
なデータにもとづく研究報
告はまだない。それぞれの
変異、もしくは両方の変異
があった場合の発症リスク
はどれくらいなのかなどに

　アメリカの人気俳優アン
ジェリーナ・ジョリーさん
（37）が、乳がんを患う可
能性が高いとして「予防」の
ために乳腺を切除し再建手
術を受けたことを公表し
た。乳がん発症にかかわる
遺伝子の検査を受けて判断
したという。日本人女性に
も同じ遺伝子の変異がある
場合は「ハイリスク」と考え
られる。「予防切除」をどう
考えればいいのだろうか。
　ジョリーさんは、米ニュ
ーヨーク・タイムズ紙への
寄稿で明らかにした。ジョ
リーさんは、乳がんと卵巣
がんの発症にかかわるとさ
れる遺伝子「BRCA1」の検
査を受けて変異が判明。「乳
がんになるリスクは87%、
卵巣がんは50%」と医師か
ら説明を受けた、という。
　ジョリーさんの母親は
2007年、56歳の時に卵巣
がんで死亡。その後の報道
で、乳がんを患った叔母の
勧めもあってジョリーさん
は遺伝カウンセリングを受
け、予防切除を決断した。
卵巣の予防切除も考えてい
るとも伝えられている。
　ジョリーさんが検査を受
けた遺伝子「BRCA1」は、
「BRCA2」と同様に、遺伝
性の乳がんや卵巣がんに深
くかかわることが分かって
いて、変異があると乳が
ん、卵巣がんの発症リスク
が高まるとされる。
　母親もしくは父親からそ
の変異が受け継がれている
ことが特徴で、一般的な乳
腺の細胞（体細胞）が変異を

米俳優アンジェリーナ・ジョリーさんが公表したことをどう受け止めるか
乳がん発症リスク「予防切除」を考える

ついても、日本人
女性における変異
の頻度に関する大
規模データがない
以上、計算はでき
ていない。
　仮に、ジョリー
さんのように、母
親が卵巣がんで叔
母が乳がんで、
「BRCA1」もしく
は「BRCA2」に変
異、それとも両方
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でこのはがきを配布して
「乳がん検診」の街頭キャン
ペーンを行った。
　黒字にピンクリボンをデ
ザインしたＴシャツを着た
リボンムーブメントのメン
バー10人が、買い物の家
族連れらに手渡して乳がん
検診受診を呼びかけ。はが
きを受け取った子どもたち
は、テント内に用意した椅
子に座り、自分のメッセー
ジを書き込んでいた。

を支援している日本対がん
協会、朝日新聞社の医療サ
イト・アピタルの担当者で
審査した結果、最優秀作に
「ママ、今度はパパじゃな
くてわたしじゃなくて、マ
マのことを一番に大切にす
るばんだよ」が選ばれた。
また「ママが健診で乳がん
かもって言われた日、ママ
の本当の大切さに気付けた
よ。今も元気でいてくれて
ありがとう」「どんな時も私
の隣にはお母さんがいた
ね。これからもずっと、私
の隣にいてね」の２作品が
優秀作に選ばれた。
　リボンムーブメントで
は、３種類のデザインをあ
しらったはがきに、メッセ
ージ３作品をそれぞれに入
れて「お母さんへの感謝の
はがき」を作成。母の日に、
ルミネ有楽町店の協力を得
て、屋外イベントスペース

　「お母さん　検診に行っ
てね！」−女子大生リボ
ンムーブメントのメンバー
たちが、お母さんに贈るメ
ッセージを募るコンテスト
を企画。その中の優秀作を
はがきに刷って「母の日」の
５月12日、東京・有楽町の
ルミネ有楽町店の屋外イベ
ントスペースで子どもや親
子連れに配って「乳がん検
診受診」を呼びかけた。
　乳がん啓発キャンペーン
の一環で、日本対がん協会
とともに実施した。
　リボンムーブメントがは
がきに使う３種類のデザイ
ンを提示。それに合わせた
メッセージを募集したとこ
ろ、計約80作品が寄せら
れた。
　リボンムーブメントと連
携しながら活動している一
般社団法人「Stand	 f o r	
Mothers」、両団体の活動

言葉にはしないものの、受
け容れ難い思いがあること
が対話の中から切々と伝わ
ってきました。
　治療の選択は、情報さえ
あれば決められるものでは
ありません。気持ちを十分
に受け止め、考えを整理し
ていくための助けが必要だ
と実感しています。ホット
ラインではその役割を果た
せるよう、相談者の言葉に
ならない思いにも耳を傾け
ながら対応していくことを
心がけています。次回も引
き続き治療の選択のことを
お話したいと思います。

員はその気持ちに配慮しつ
つ、担当医とのコミュニケ
ーションの取り方や、知り
たいことを聞けるような質
問の仕方を提案するなど、
相談者が具体的に行動でき
るようサポートします。
　相談を受けていて感じる
のは、治療の必要性を頭で
理解していても、気持ちが
それについていかないこと
があり、現実を受け容れら
れない、認めたくないとい
う気持ちを抱えている方が
多いということです。
　前回紹介した治療を決め
られないという相談者も、

がどう変わるか、自分の望
む生き方を考えた時に支障
になることはないかなど、
自分の生活や生き方、考え
方に照らし合わせて様々な
観点から治療を考えていく
ことが大切です。
　がんになり初めて生き方
を考え、見直すことも多い
ため、それも含め治療を考
え決めていくことはとても
難しいことです。だからこ
そ、疑問や心配な点を担当
医に十分確認することが必
要になるのです。
　ただ、それをためらう方
が多いのが実情です。相談

　前回、治療のメリット・
デメリットについて十分に
理解していても治療の選択
ができない方が多いこと、
その治療が「自分にとって
どうか」と考えた時、個人
にとってメリット・デメリ
ットは変わり、必要な情報
や担当医に再度確認しなけ
ればならないことも変って
くるとお話しました。
　治療していくのも、治療
後の自分と付き合っていく
のも他ならない自分自身で
す。日常生活の中で治療を
受けていくわけですから、
その治療をすることで生活

「がん相談ホットライン」より⑫相談者の気持ちの整理を手助け

お母さん、乳がん検診を受けてね！
手渡されたはがきに子どもたちは自分のメッセージを書き込んで
いた＝東京・有楽町

リボンムーブメントがつくった
母の日乳がんキャンペーンはが
きのデザイン

「お母さん　乳がん検診受けてね」
女子大生リボンムーブメントが母の日キャンペーン

募ったメッセージを印刷したはがきを配布
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　11月に第８次の物資募
集を行う予定。

送ってください。締め切り
は７月31日（消印有効）で
す。
　問い合わせは、電話（03
−5218−4771）で日本対が
ん協会「研究助成金」係まで
お願いします。

堂のライフクオリティービ
ューティーセンターのスタ
ッフの指導の下、真剣な顔
でメイクアップの実習に取
り組み、終了後のティータ
イムには参加者同士、自身
の体験を語り合うなどの交
流を深めた。

付した。各病院を通じて必
要としている患者に届けて
もらう。

ください。
　希望者は申請書に必要事
項を記入し、〒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）13階　日本
対がん協会研究助成金係に

くす　ほほえみ基金」の事
業の一つとして無料で始め
た。
　当初は乳がん患者に対し
て開いていたが、女性特有
のがんの患者・サバイバー
に対象を広げ、今は年に２
回、開催している。
　今回は９人が参加。資生

け、使わなくなったウイッ
グなどを寄付してもらい、
被災地に届けているプロジ
ェクトで、日本対がん協会
が物資受け入れ窓口となっ
ている。
　第７次の今回はウイッグ
44個、ケア帽子279個が寄
せられ、ボランティアの市
民ら集まって石巻赤十字病
院、岩手医科大学付属病
院、福島労災病院などに送

ている日本対がん協会の助
成制度で、すべてを寄付で
賄っております。
　募集要項・申請書等は日
本対がん協会のホームペー
ジ（http://www.jcancer.
jp/）からダウンロードして

　このセミナーは、抗がん
剤などによる治療で、眉や
まつ毛が抜けたり、肌がく
すんだりした人に、自分ら
しく眉やアイラインを描く
方法や、肌色をカバーする
メーキャップを学んでもら
うのが目的。日本対がん協
会が2008年、「乳がんをな

　東日本大震災で被災した
がん患者を支援する「One	
Worldプロジェクト」に全
国からの寄せられたウイッ
グやケア帽子などが５月
25日、岩手県や福島県な
どに送られた。
　患者支援活動を行ってい
るがんサバイバーや医療従
事者らの発案で、2011年
の震災直後から新聞やホー
ムページで全国に呼びか

　公益財団法人日本対がん
協会は６月１日付で、がん
研究に助成する「リレー・フ
ォー・ライフプロジェクト
未来研究助成金」の公募を
始めました。
　将来のがん医療に役立つ
と期待されるがんの基礎研
究、臨床研究、患者・家族
のケアに関する研究を支援
するもので、１件あたり最
大300万円を助成します
（総額1500万円）。
　がん患者・家族の方々を
支援するイベント「リレー・
フォー・ライフ」を通じて寄
せられた寄付を基に運営し

　日本対がん協会は、資生
堂（東京都中央区）の協力
で、乳がんや子宮頸がんを
治療中の人、体験した人を
主な対象にした美容セミナ
ー「ビューティーケア・セミ
ナー＠マリオン」を５月18
日に東京・有楽町で開催し
た。

ウイッグやケア帽子などを被災地に送付
Ｏｎｅ Ｗｏｒｌｄプロジェクト　次回は秋に募集

治療の副作用で生じる美容の悩みのカバー方法を学ぶセミナー
「ビューティーケア・セミナー＠マリオン」

リレー・フォー・ライフプロジェクト未来研究助成金
対　象　分野Ⅰ：	基礎研究・臨床研究（がんの発症メカニズムの解

明に向けた基礎研究、新薬開発にかかわる基礎・
臨床研究等）

　　　　分野Ⅱ：患者・家族のケアに関する研究
助成金　１研究あたり最高300万円（総額1500万円）。
　　　　研究が複数年にわたる場合は年度ごとに申請（最長５年）

　「リレー・フォー・ライフプロジェクト
未来研究助成金」の公募を始めました　日本対がん協会

全国から寄せられた手作りのケア帽子など
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