
　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

２面　新理事長に秋山・朝日新聞社会長
　　　（現相談役）
３面　マンモグラフィ検診の無料クーポン
　　　券プレゼント
６面　米がん専門病院での研修
　　　希望者公募

１部70円（税抜き）

積極的な勧奨は行わず
子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）の副反応問題

厚労省が勧告　 希望者には接種機会の確保を

　子宮頸がんワクチン
（HPVワクチン）をめぐっ
ては今年に入って、副反応
（副作用）の問題が指摘さ
れている。厚生科学審議会
予防接種・ワクチン分科会
副反応検討部会、ならび
に、薬事・食品衛生審議会
医薬品等安全対策部会安全
対策調査会の合同会議で検
討された。ワクチンとの因
果関係を否定できない持続
的な疼痛（複合性局所疼痛
症候群、CRPS）が特異的
に見られたことから、「同
副反応の発生頻度等がより
明らかになり、国民に適切
な情報提供ができるまでの
間、定期接種を積極的に勧
奨すべきではない」という
結論になった。

非」を改めて判断する予
定、としている。
　我が国において、子宮頸
がんワクチン（HPVワク
チン）は2009年秋以降、
２種類が相次いで承認され
ている。世界保健機関
（WHO）がワクチン接種
プログラムに組み込むよう
各国に勧めたことなどもあ
って、日本では今春、予防
接種法が改正され、小児用
の肺炎球菌ワクチン、Hib
ワクチンとともに定期接種
の一つに含められた。昨年
度までは、2010年秋に始
まった「緊急接種促進事
業」で公費助成による接種
が進められてきた。

（４、５面に厚生労働省が
作成したチラシ）

　厚労省の都道府県知事に
対する勧告は、この合同会
議の結論を受けた対応で、
厚労省では、ワクチンと
CRPSに関する研究班を設
けて因果関係を幅広く調
査。今後の対応のデータに
する考えだ。
　勧告は５項目からなる。
「１」で、「接種の勧奨を行
うに当たっては、市町村長
は、接種の積極的な勧奨と
ならないよう留意するこ
と」を求めた。「２」では、
定期接種の中止ではないこ
とを示し、希望者が定期接
種を受けることができるよ
う、法令等が定める「公
告」や「周知」を行い、
「接種機会の確保を図るこ
と」を求めている。ただし

「周知方法」については
「個別通知」を求めるもの
ではない、としている。
　「３」では、接種を受ける
ために受診した人にワクチ
ンの有効性及び安全性等に
ついて「十分に説明した上
で接種すること」を、「４」で
は、このワクチンの定期接
種を含め「予防接種による
副反応の報告が適切に行わ
れること」を、それぞれ「管
内の医療機関に」周知を図
るよう市町村長に求めた。
　今後に関しては、「５」
で、合同会議で「早急に調
査すべきとされた副反応症
例について」可能な限り調
査をした時点で速やかに専
門家による評価を行い、
「積極的な勧奨の再開の是

　副反応（副作用）問題が指摘されている子宮頸が
んワクチン（HPVワクチン）の接種に関して、厚生
労働省は６月14日、都道府県知事にあて、「積極的
な勧奨とならないよう留意」することを求める勧告

を出した。このワクチンは今春、定期接種の対象に
含められた。厚労省では、「定期接種を中止するも
のではない」ので、希望者には周知し、「接種機会
の確保を図ること」を求めている。
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　公益財団法人日本対がん
協会は６月４日、東京都内

どを盛り込んだ2012年度
事業報告、同年度決算報告
書を決議した。
　また日本対がん協会は同
18日に東京都内で評議員
会を開催。新理事に、木村
伊量・朝日新聞社社長、伊
藤正樹・同社経営企画担当
補佐を選んだ。
　評議員会では、2012年
度の事業報告と決算を承認
した。

で理事会を開き、新理事長
（代表理事）に秋山耿太
郎・朝日新聞社会長（現相
談役）を、新常務理事に塩
見知司・理事兼事務局長を
それぞれ選任。２人は同
18日付で就任した。箱島
信一理事長、荒田茂夫常務
理事は退任した。
　秋山理事長は朝日新聞社
編集局政治部長や編集局長
などを歴任し2005年から

朝日新聞社社長。2012年
から会長。2011～2013年
には日本新聞協会長も務め
た。
　塩見常務理事は2008年
から事務局長、同年に理
事。常務理事に就任後も事
務局長を務める。
　理事会では、がん患者支
援イベント「リレー・フォ
ー・ライフ」やピンクリボ
ンフェスティバルの開催な

新理事長に秋山・朝日新聞社会長

秋山耿太郎・新理事長

　日本対がん協会に寄せら
れた2012年度の寄付額は
４億107万円でした。
　寄付は対がん協会の活動
の拡充とともに増え、
2010年度に３億円を超え、
12年度は４億円に達する
ようになりました。前年度
に個人の方が寄付された
１億円につきまして、様々
な状況を勘案して５年間に
分けて計上しているため計
上額は、実際の寄付額を上
回る形になっています。皆
様のご支援をもとに、多く
の方々の共通の願いである
がん征圧に向け、さらに尽
力して参ります。さらなる
ご理解・ご支援の程よろし
くお願いいたします。
　指定寄付でみますと、
「乳がんをなくす　ほほえ
み基金」への寄付は１億
2394万円と最も多く、乳
がんへの関心の高さがうか
がえます。ただ、検診受診
率が国の目標とする50％
にはいまだ達していませ
ん。対がん協会では、独自

の養成、がん相談など、幅
広い患者支援活動に活用い
たします。
　また個人の方々からの寄
付では、がん啓発活動の広
がりとともに、対がん協会
を遺贈先にという方が増え
ています。
　寄付に関しますお問い合
わせは、日本対がん協会企
画・事業担当までお願いい
たします。電話は03−
5218−4771です。よろし
くお願いいたします。

にマンモグラフィ検診無料
クーポン券を発行するな
ど、検診の受診につながる
活動に注力していきたいと
考えています。
　「がん教育基金」には
629万円の寄付をいただき
ました。中学生や高校生に
がんのことを伝える「がん
教育」への関心も高まりつ
つあります。対がん協会が
朝日新聞社と一緒に企画し
ていますドクタービジット
への依頼も相次いでおりま

す。今後、全国への展開を
計画しています。
　このほか、「子宮頸がん
基金」に530万円、「禁煙
基金」に26万円。日本で
の開催が６年目を迎えた
「リレー・フォー・ライフ」
は36会場で開催され、実
行委員会、企業、個人の
方々から5920万円の寄付
をいただきました。前年の
２倍以上の金額で、がん研
究への助成や、地域のがん
医療のリーダーとなる人材

2012年度の寄付は4億円
がん征圧活動のさらなる拡充に尽力します

対がん協会理事会
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　日本対がん協会が事務局
を務める乳がん啓発キャン
ペーン・ピンクリボンフェ
スティバルでは今年度、映
像による啓発活動「ピンク
リボンムービーサプライ」
を始め、７月１日に１本目
の映像を公開しました。事
務局で制作した映像を公式
サイトやYouTubeに掲載
したり、街頭のスクリーン
などで流したりして、より
多くの人々に「乳がん検診
受診の大切さ」を訴えます。
　１本目は、検診に関心を
持たない人も、思わず目を
留めていただけるよう、イ
ンパクトのある映像を目指
し、子どものように駄々を
こねる母親と、それを冷静
に見つめる息子の会話劇に

　日本対がん協会は、独自
に発行している乳がん検診
（マンモグラフィ）無料ク

を、11月１日に３本目を
公開する予定です。ピンク
リボンフェスティバルの公
式サイトでもご覧いただけ
ます。

日本人女性では、この年代
は乳がん発症が最も多く、
対がん協会独自の無料クー
ポン券は乳がん検診のきっ
かけとして有効に使われて
いることがうかがえた。
　対がん協会では、今年度
も独自の無料クーポン券の
発行事業を続けている。
　この事業は、「乳がん受
診率向上キャンペーン」の
一環として対がん協会が
2010年に始めた。このク
ーポン券を配布する対象者
は40歳以上の女性。各地
の対がん協会の支部、一部
協力病院で、マンモグラフ
ィ（乳房X線撮影）と視触
診が無料で受けられる。

この島』の主
演で知られる
土師野隆之介
君に出演して
いただいてい
ます。
　お母さんの
「私には必要
ないの」「悪い
とこなんてな
いし」といっ
た台詞に、ド
キッとする人
が、共感した
り、苦笑した
りして、「乳

ーポン券の利用状況をまと
めた。
　2010年度に始めてから

がん検診に行ってみようか
な」と思ってもらえたらと
期待しています。
　今年度は３本を制作する
計画で、９月１日に２本目

2012年度までの３年間で
１万2231人がこの無料ク
ーポン券を使って乳がん検
診を受診した。要精検者は
1107人で、要精検率は9.1
％だった。
　無料クーポン券は、主
に、これまで乳がん検診を
受けたことのない女性に検
診を受けてもらおうという
狙いだったため、初めて受
診した女性が5138人と、
42％を占めた。要精検率
が高かったのも、「初めて」
の人が多かったためとみら
れる。
　とくに、40～50代の受
診者の中で「初めて」とい
う人や、かなり長く受けて
いなかった人が目立った。

乳がん検診を受けて！　　
　　人気俳優が映像で訴え ピンクリボン活動

「１人でも多くの人が検診を」。啓発映像は、乳がん征圧を願って撮影が続けられた

　日本対がん協会が発行するマンモグラフィ検診の無
料クーポン券（2014年３月31日まで有効）を抽選
で100人にプレゼントします。
・対象は40歳以上でマンモグラフィ検診を受けたこ
とがない方です。

・住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、ファクス
（03−5222−6700）で日本対がん協会「無料クーポ
ン係」にお申込み下さい。

・検診を受けることができる施設は対がん協会のホー
ムページ（http://www.jcancer.jp/news/1467）
で紹介しています。ご確認をお願いします。

・締め切りは８月８日（必着）です。発表はクーポン券
の発送をもって代えさせていただきます。

3年間で1万2千人が受診
日本対がん協会・乳がん検診（マンモグラフィ）無料クーポン券

乳がん検診（マンモグラフィ）
クーポン券プレゼント

仕立てました。
　母親役には、NHKの人
気朝ドラ『あまちゃん』に
出演中の安藤玉恵さんに、
息子役は、『ロック　わん
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　これまで、自分の生活や
望む生き方、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
切だとお話ししました。そ
して、だからこそ担当医に
疑問や心配な点を十分に確
認することが必要だともお
話ししました。
　ただ、どれだけ担当医か
ら十分に説明をしてもらっ
ても、決断できなかった
り、納得のいかないことが
あったりするかもしれませ
ん。担当医に提示された治
療が本当にベストなのだろ
うか？　よりよい治療はな
いか？　他の選択肢がない
か確かめたいと思うことも
あるでしょう。
　そのような時は「セカン
ドオピニオン」という方法

書」といいます。これには
診断内容や治療経過など身
体の情報が書かれていま
す。そのため担当医に用意
してもらう必要があるので
す。次回はセカンドオピニ
オンについて具体的にお話
ししたいと思います。

があります。これは「第二
の意見」という意味です
が、治療について担当医と
は別に、違う医療機関の医
師に意見を聞くことをいい
ます。
　検査データなどの資料や
紹介状を持参し、それをも
とに「意見」をもらうのが
セカンドオピニオンになり
ますが、相談者の中には
「転院だと思っていた」「最
初から検査し直してもらえ
ると思っていた」「治療（診
察）してもらえると思って
いた」と誤解している人は
少なくありません。このよ
うなことが目的ではありま
せんので、セカンドオピニ
オンがどういうものかを理
解しておく必要がありま
す。

　また、「担当医に言い出
しにくいため内緒でできな
いか」という質問も多いの
ですが、資料や紹介状がな
いとセカンドオピニオンを
担当する医師もその患者さ
んにとって適切な意見が言
えなくなってしまいます。
病院によってはセカンドオ
ピニオンを断られてしまう
こともあります。それだけ
持参する資料や紹介状は重
要なのです。
　少し話がそれますが、こ
こでもう一つ誤解の多い
「紹介状」についてお話し
しておきたいと思います。
紹介状というと「○○さん
を紹介します」と書かれて
いるものだと思っている人
が意外に多いのですが、正
式な名称は「診療情報提供

セカンドオピニオンの大切さ

　日本対がん協会は７月１
日付で、米国テキサス大学
MDアンダーソンがんセン
ターで１年間研修を受ける
プログラム「RFLマイ・
オンコロジー・ドリーム奨
励賞」の希望者の公募を始
めました。日本の地域がん
医療の拡充に貢献できる若
手医師の育成が目的です。
募集人数は２人で、奨励金
として１人200万円を支給
します（渡航費を含む）。
締め切りは10月31日（消
印有効）です。多くの方々の
応募をお待ちしています。
　この研修プログラムは、
MDアンダーソンがんセン
ターの協力を得て、一般社
団法人「オンコロジー教育
推進プロジェクト」の支援

のホームページ（http://
www.jcancer.jp/）から
申請書をダウンロードし、
必要事項を記入したうえ
で、下記に郵送してくださ
い。日本対がん協会内に設
けた助成審査委員会で一次
選考し、MDアンダーソン
がんセンター側で２次選考
をします。
　〒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）13階　公益財団法人
日本対がん協会・助成審査
委員会　MDACC係あて。
　問い合わせは、日本対が
ん協会広報担当マネジャー
小西（☎03−5218−4771）
までお願いします。

を受けて2010年度にスタ
ートさせました。上野直
人・同センター教授のアド
バイスを受けて実施してい
ます。
　運営の基になっているの
は、がん患者・家族を支援
する「リレー・フォー・ラ
イフ」に寄せられる寄付で
す。がん患者・家族を支援
するための寄付を幅広く募
ろうと、日本対がん協会
が、各地の実行委員会と一
緒に開催しているイベント
です。
　がん患者・家族の方々の
支援には、がん医療を充実
させることが重要です。そ
のためには、広い視野をも
ち、強いリーダーシップの
もと患者・家族に寄り添え

る医師の養成が欠かせませ
ん。
　日本対がん協会は「奨学
医」制度を設けて国内での
研修を実施しています。Ｍ
Ｄアンダーソンがんセンタ
ーでの研修は、この「奨学
医」制度の一環です。
　がん医療の技術面で米国
に学ぶものはもうあまりな
いのでは、という声もある
と聞いていますが、この研
修では、臨床研究について
学んだり、患者・家族との
コミュニケーションを見聞
きしたりするなど、技術面
だけでなく、患者を中心と
したひとつのシステムとし
ての医療という面に触れる
ことができます。
　希望者は日本対がん協会

〜 希望者募集 〜
米テキサス大MDアンダーソンがんセンターで1年間研修

　６月１日付の対がん協
会報（第598号）4、5面
の「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」の年齢調整
死亡率は75歳未満です。
また出典は、国立がん研
究センターがん対策情報
センターの「がん情報サ
ービス」です。

訂　正

ホットラインコラム



2013年7月1日  対 が ん 協 会 報  （ 7 ）

　日本対がん協会が、米国
テキサス大学MDアンダー
ソンがんセンターの協力で
実施している研修プログラ
ム「RFLマイ・オンコロ
ジー・ドリーム奨励賞」の
第１回目（2010年度）の
受賞者、増田紘子医師（国
立病院機構大阪医療センタ
ー）が６月２日、米臨床が
ん学会（ASCO）がん征
圧基金の「ブラッドリース
チュアートベラー特別賞」
を受賞した。
　ASCOの年次総会（５
月31日～６月４日）では、
発表されたフェローやレジ
デントの数千の研究を対象
に、特別プログラム委員会
が100人の優れた研究を選
び、「メリット賞」を授与
している。その中でより優
れた研究４つに特別賞が贈
られる。増田さんの受賞し

　増田さんからリレー・フ
ォー・ライフにかかわる皆
さん、並びに、日本対がん
協会の関係者にメッセージ
が届けられました。

◇
　ブラッドリースチュアート
ベラー特別賞という、最も
優秀な研究に贈られる賞を
受賞でき、本当にありがと
うございます。リレー・フォ
ー・ライフ、対がん協会のみ
なさまには、本当に素晴ら
しい機会を頂いたことを心
から感謝しています。本当
にありがとうございました。
　ご寄付を頂き、研修させ
ていただいたことは、私に

コロジー・ドリーム奨励賞
で研修に行った米国テキサ
ス大学MDアンダーソンが
んセンターで、このトリプ
ルネガティブ乳がんについ
てさらに詳しく研究。7つの
サブタイプがあり、手術前
の抗がん剤治療の効果を予
測できる可能性があること
がわかった。ASCOでは、
研究の中で、そのうち治療
効果が低い２つのタイプに
ついて、効果的と考えられ
る治療法の可能性を示した。
　実際の治療に役立てるに
は、さらに研究を重ねなけ
ればいけないが、「トリプ
ルネガティブ乳がん」とひ
とくくりにされてきた乳が
んについて、それぞれのグ
ループを確実に判断できれ
ば、それぞれにより適した
治療法の開発・選択につな
がると期待される。

留学は私にとって代えがた
いすばらしい経験でした。
本当にありがとうございま
した。

たのはその４つのうちでも
最高位にあたる賞。非常に
高い評価を得たわけで、将
来のがん医療への貢献が大
いに期待できそうだ。
　増田さんの研究は、「ト
リプルネガティブ乳がん」
と言われる、悪性度が高い
乳がんの基礎的な研究。乳
がんの治療では、そのがん
にどんな特徴があるのかを

とって、責任感、プレッシ
ャーを感じることもありま
したが、何より、大きな励
ましでした。私一人が頑張
っているのではないこと
を、常に感じられ、本当に
ありがたかったです。
　帰国して何人かの患者・
ボランティアの方々とお会
いする機会があり、直接お
礼をお伝えすることができ
て、本当にうれしかったで
す。みなさんが、私たち若
手医師を育てて下さってい
ることをこの賞を通して感
じていただければ幸いで
す。
　この先生を育ててよかっ

遺伝子レベルで調べて抗が
ん剤やホルモン剤の治療を
工夫している。「トリプルネ
ガティブ乳がん」は、その
名の通り、乳がん治療のポ
イントと考えられる３つの
遺伝子が、いずれも働いて
いない（ネガティブ）という
特徴をもち、有効な治療法
の開発が望まれるがんだ。
　増田さんは、マイ・オン

た、と皆さんに思っていた
だけるような医師になれる
よう、これからも頑張って
いきたいと思っています。

RFLマイ・オンコロジー・ドリーム奨励賞の第1回目の研修生　乳がん研究で高い評価

増田さんからのメッセージ

増田紘子医師に米臨床がん学会がん征圧基金の特別賞

「私一人で頑張っているのではない、常に感じた大きな励まし」

ブラッドスチュアートベラー特別賞を受賞した増田紘子さん

米臨床がん学会年次総会で話す増田紘子さん
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注：大腸がんは、結腸の悪性新生物と直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物を示す。

　厚生労働省は６月24日
付で2012年の人口動態統
計（月報、概数）を公表し
た。同年の悪性新生物（が
ん）による死亡は36万790
人で、2011年（確定）よ
り3485人増えた。
　全死亡者（125万6254
人）に占める割合は28.7
％。がんは1981年に死亡
順位のトップになって以来
ずっと１位を占め、2012
年には死亡者の3.5人に１
人はがんで亡くなったこと
になる。男女別にみると、
男性は21万5011人で、女

は２万142人で、同631人
増えて２万人を超えた。胃
がんは３番目で１万6913
人。1973年に２万75人と、
ピークを迎えて以来、徐々
に減少している。
　乳がんは１万2523人で、
2011年より208人の減。こ
の１年だけの変化で即断す
ることはできないが、罹患
数や検診受診率の変化、乳
がん治療後の経過、今後の
死亡者数の推移などと合わ
せて分析し、日本人女性に
おける乳がんの状況を把握
する必要がありそうだ。

性は14万5779人。男性で
は死亡者の30.4％、女性で
は24.3％を占めている。

　男女とも肺がん・ 
　大腸がんが増加

　主ながんの死亡数を男女
別・部位別にみると、男性で
は肺がんと大腸がんの増加
が目立つ。肺がんでは５万
1362人が死亡。2011年よ
り580人増え、1993年に胃
がんを上回って男性のがん
による死亡の１位となって
からも一貫して増加を続け
ている。大腸がんも増加傾

向にあり、2012年は２万
5515人で、同653人増えた。
　２番目に多い胃がんは
３万2187人で、2011年よ
り598人減った。胃がんに
よる死亡者は1995年以降
３万1000～３万3000人台
を推移しているが、４、５
年後に団塊の世代が70代
を迎えてからは増加傾向に
なるとみられる。
　女性も大腸がんと肺がん
が増えている。最も多いの
は大腸がんで、死亡者は
２万1736人。2011年より
854人増えている。肺がん

2012年にがんで死亡した人は36万790人
厚労省の人口動態統計（概数）  2011年より3千人増加

がんの主な部位別にみた死亡数・死亡率（人口10万対）
部位 昭和40年 50 60 平成7年 17 21 22 23 24

男

   胃 28 636 30 403 30 146 32 015 32 643 32 776 32 943 32 785 32 187

   肝 5 006 6 677 13 780 22 773 23 203 21 637 21 510 20 972 20 055

   肺 5 404 10 711 20 837 33 389 45 189 49 035 50 395 50 782 51 362

  大腸 3 265 5 799 10 112 17 312 22 146 22 762 23 921 24 862 25 515

女

   胃 17 749 19 454 18 756 18 061 17 668 17 241 17 193 17 045 16 913

   肝 3 499 3 696 5 192 8 934 11 065 11 088 11 255 10 903 10 625

   肺 2 321 4 048 7 753 12 356 16 874 18 548 19 418 19 511 20 142

  乳房 1 966 3 262 4 922 7 763 10 721 11 918 12 455 12 731 12 523

  子宮 6 689 6 075 4 912 4 865 5 381 5 524 5 930 6 075 6 110

  大腸 3 335 5 654 8 926 13 962 18 684 19 672 20 317 20 882 21 736

男

   胃 59.4 55.6 51.1 52.6 53.0 53.4 53.5 53.3 52.5 

   肝 10.4 12.2 23.3 37.4 37.7 35.3 34.9 34.1 32.7 

   肺 11.2 19.6 35.3 54.8 73.3 79.9 81.8 82.6 83.7 

  大腸 6.8 10.6 17.1 28.4 35.9 37.1 38.9 40.5 41.6 

女

   胃 35.5 34.4 30.6 28.5 27.4 26.7 26.5 26.3 26.2 

   肝 7.0 6.5 8.5 14.1 17.1 17.2 17.4 16.8 16.4 

   肺 4.6 7.2 12.7 19.5 26.1 28.8 30.0 30.1 31.2 

  乳房 3.9 5.8 8.0 12.2 16.6 18.5 19.2 19.7 19.4 

  子宮 13.4 10.7 8.0 7.7 8.3 8.6 9.1 9.4 9.5 

  大腸 6.7 10.0 14.6 22.0 28.9 30.5 31.3 32.3 33.6 


