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　「40歳代マンモグラフィ
検診の利益と不利益−
米国のガイドライン改定を
受けて」と題したシンポジ
ウムが11月18日、福岡市
で開催された日本乳癌検診
学会総会で企画された。米
国での改定は、本当はがん
ではないのに「がんの疑
い」とされる偽陽性が多
く、精密検査で受診者に
「不利益」を与える、とい
うのが主な理由。しかし日
本では米国ほどの不利益を
与えていない状況が報告さ
れ、日本の指針を変更する
必要はない、との方針が確
認された。
　米国予防医学特別作業
部会（USPSTF）という、
がん検診などに関する政策
に大きな影響を与える組織
がガイドラインを改定して
「乳がん検診を40代に実施
するのは推奨しない（推奨
グレードC）」とし、それ
まで「推奨（同B）」して

いた立場を改めた。
　１人の乳がん患者を救う
のに1904人の検査が必要
で、偽陽性への生検など負
担が過剰になることなどが
理由に挙げられた。つま
り、不利益が大きい、とい
うのだった。
　シンポジウムでは、こう
した経緯について、米国に
調査に出向いた大内憲明・
東北大大学院医学系研究科
教授（腫瘍外科学）が報
告。乳癌検診学会で全国集
計委員会を設け、不利益の
調査を行っていくことなど
を説明した。
　同じく米国に調査に行っ
た祖父江友孝・国立がん研
究センターがん対策情報セ
ンターがん情報・統計部長
が「米国の報告では、死亡
率減少効果があるとはい
え、40歳から始めても50
歳から始めた場合より３％
ほど効果が高まるにすぎな
い。それに比べて偽陽性が

　日本対がん協会は、看護師や社会福祉士が、がん
の不安や生活の悩みの相談に電話で応じる「がんホ
ットライン」を開設しています。祝日を除く毎日午
前10時から午後６時。相談時間は20分までで予約は
不要です。このほか、事前の予約制で、専門医によ
る電話や面接の無料相談も実施中です。予約やお問
い合わせは月〜金の午前10時から午後５時までに、
03−3562−8015（予約専用電話）へ。

がんホットライン  月〜日  午前10時〜午後6時
03−3562−7830

査は69.4人で精検受診者は
64.9人。その40.3％にマン
モグラフィ検査、50％近
くに超音波検査が行われ、
生検は4.2％。そしてがん
発見は2.7人で、偽陽性は
62.3人」などと報告。「確か
に詳しい検査が行われる率
は若い人ほど高いが、それ
でも米国より低く、『不利
益』も少ないと考えられ
る」と結論づけた。
　シンポで浮かび上がっ
たのは、日本の検診実態
の把握の重要性だ。学会
に招かれた米フロリダ大学
のS.R.グロブマイヤー準教
授（外科）は「日本の外科
的生検の少なさは素晴らし
い」と、日米の差をうかが
わせる発言をしていたが、
欧米での議論に振り回され
るのではなく、日本の実態
に基づいて判断できる仕組
みが欠かせない。乳癌検診
学会の全国集計委員会の活
動が期待される。

増えるし、過剰診断も問題
になる、と考えられた」と
USPSTFのガイドライン
の改定について補足して説
明した。
　そのうえで祖父江部長
は「死亡率減少効果と偽陽
性や過剰診断をはかりにか
けられるかどうか」と疑問
を示し、さらに「分析の対
象となったレポートの経過
観察期間が50代、60代よ
り40代が短めだった」と、
USPSTFの判断にバイア
スがかかっている可能性を
指摘。「経過観察期間を長く
して計算すると、１人の乳
がん患者を救うのに必要な
人が減る」などと、計算に
よって利益が不利益を上回
る結果になる可能性を示唆
した。
　全国から10万人以上の
検診データを集めて分析
した笠原善郎・福井県済
生会病院外科部長は「検
診1000人あたり要精密検

「米国ほどの『不利益』なし」　日本の乳がん検診
米のガイドライン変更をテーマに議論　乳癌検診学会
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ている。
　自分が接種、というより
も、子どもへの接種を考え
ている人が多かった。母親
として子どもの健康を考え
る傾向が強く表れた。
　回答した人の年齢構成
は、20代が6.4%、30代
21.4%、40代24.1%、50代
17.3%、60代18.7%、70代
8.2%だった。

　子どもに女の子がいる人
（回答数は2603人）に、子
どもに勧めようと思うかを
尋ねたところ、「はい」が
74 . 3%で、「いいえ」が
24.9%。
　すでに接種している人は
23人（0.9%）いた。年齢
は、12歳以下が１人で、
13〜15歳が５人、16〜18
歳は６人、19〜22歳は３
人、23歳以上８人となっ

　　　　ワクチンは８割が認知
　　　　効かないタイプのHPV　４人に３人が知らず
　　　　自分より子どもへの接種考える傾向

子宮頸がん検診受診者を対象にしたアンケート中間報告
　日本対がん協会（垣添忠生会長）は、グループの提携団体の協力を得て実施している子宮頸がんワクチンに関するアンケ
ートの中間報告をまとめた。子宮頸がん検診の受診者に協力を求めて回答してもらっているもので、11月25日現在で集計
した。回答が得られた5830人中、「ワクチンを接種した」と回答したのは32人（0.5%）、「いいえ」は5590人（95.9%）、未回
答は268人だった。
　このアンケートは、検診の受診者に対して子宮頸がんに関する基本的な情報、ワクチンに対する認識ぶりを尋ね、今後
の啓発活動にいかすのが狙い。アンケートの実施に協力が得られた提携団体に依頼して、各団体が実施する子宮頸がん検
診の受診者に記入してもらった。

子宮頸がんの原因はHPV
認知は５割

ワクチンの存在は８割が認知
情報はテレビ・新聞から

効かないタイプのHPVもある
４人に３人は知らない

ワクチン接種　本人は32人
未接種者の半数が今後も「いいえ」

４人に３人が「子どもに勧める」
すでに子どもへの接種は23人

費用について９割は「高い」と感じる

　まず、子宮頸がんについ
て、「原因がヒトパピロー
マウイルス（HPV）であ
ることをご存知ですか」と
いう質問に、「はい」と答
えた人は52.6%、「いいえ」

は45.9%。HPVの感染経路
や広がり具合をめぐる「主
に性行為で感染し、性体験
のある人の８割は感染経験
があること」の認知率もほ
ぼ５割だった。

　ワクチンのことを知って
いる人は80.4%で、その人
たちにどのような方法で知
ったかを尋ねたところ（複
数回答）、テレビと答えた
人が最も多くて75.3%、次
いで新聞の39.2%、雑誌が
10.4%、医療機関10.2%と
続き、インターネットは

4.1%にとどまっている。
　知らなかった情報に触れ
る機会はテレビ、新聞とい
ったマスコミが多く、イン
ターネットは、そういう情
報を知る機会としてより
も、知った情報を詳しく調
べる手段として適している
ようだ。

　さらにワクチンに関し
て、「効かないタイプの
HPVも少しはあることを
ご存じですか」という質問
に、「はい」と答えた人は
24 . 3%で、「いいえ」が
73.1%。ほぼ４人に３人が
知らない計算になっている。

　子宮頸がんの発病を防ぐ
ことが期待できるワクチン
があることは知っていて
も、詳しいことまで知って
いる人はまだ少なく、まだ
まだ情報が普及していない
現状が浮き彫りになった。

　ワクチンの費用に関し
て、「４万〜５万円以上か
かる」ことに、９割近くは
「高い」と思っていて、「子

宮頸がんにならずにすむ」
としても、46.5%が「それ
でも高い」と答えた。

　ワクチンを接種している
かどうかを尋ねた結果、
「はい」は32人で0.5%。ま
だ普及が進んでいない現状
が明らかになった。昨年末
にワクチンが接種できるよ
うになってまだ時間がたっ
ていないこと、費用が高い
と思われていること、発病
の予防に効果のある検診の

受診者を対象にしていると
いうバイアスもあること−
などの理由が考えられる。
　接種していない人で、こ
れから接種しようと思う人
は24 . 7%。「いいえ」は
48.1%で半数近かった。記
入していない人も24.5%い
た。

◇◇◇
　日本対がん協会では、今回のアンケートを年内で終え、
１月に集計し、対がん協会報で発表します。このアンケー
トは来年度も実施する方向で検討しています。
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　「ピンクリボン　チャリテ
ィ　フェスティバル2010in
大阪」と題したイベントが
10月30日、大阪・中之島の
大阪市中央公会堂で開催さ
れた。友人が乳がんを患った
ことから検診の大切さを訴
えようと、シャンソン歌手の

あいを通じて、かけがえのな
い命の大切さを訴えた。
　アグネスさんが日本対が
ん協会のがん征圧ソング「こ
の良き日に」を歌った後、み
んなで「ピースフルワールド」
を合唱した。
　フェスティバルの収益は
日本対がん協会に寄付され
る。
　松本さんは、このフェステ
ィバルを、大阪でのピンクリ
ボン活動として定着させよ
うと、今後も開催を続けてい
きたい考え。
　フェスティバルは、大阪
府や大阪市、日本対がん協
会、一般社団法人オサン・デ・
ファム（桐島洋子代表理事）
などが後援した。

松本和子さんが企画。ピンク
リボン活動を行っている人
たちと一緒に実行委員会を
作って実現させた。フラン
スからの合唱団の美しいハ
ーモニーを聞きながら約800
人が乳がんについて考えた。
　フェスティバルでは、フラ

大阪でピンクリボンチャリティフェスティバル
シャンソン歌手が友人の乳がん発病で企画

ンスから混声合唱団「リュ
ミエール・ドウ・プランタン」
が「荒城の月」「歌劇『カル
メン』よりハバネラ」などを
うたった。大阪こすもす環境
会議が、箪笥にねむっている
着物を仕立て直してドレス
をつくり、そのファッション
ショー行い、松本さんがシャ
ンソンを披露した。
　続いて、日本対がん協会
のほほえみ大使のアグネス・
チャンさんが「明るくさわや
かに生きる〜アグネスが見
つめた命」と題して特別講演。
自身の乳がん体験を話しな
がら、乳がん検診をアピール
した。さらに、戦禍・飢餓に
見舞われたアフリカの恵ま
れない子どもたちとのふれ

「ピースフルワールド」を合唱するアグネスさんやフランスの合唱団
フェスティバルの参加者たちはアグネスさんの講演に熱心に耳を傾けた

　京王グループが主催する
「第17回京王音楽祭〜チャ
リティコンサート」が10月
16日、東京オペラシティ
コンサートホールで開催さ
れた。「親しみやすいコンサ
ートを」と、開催されてい
るもので、昨年からは寄付
先の一つに日本対がん協会
の「ほほえみ基金」が加え
られた。今年は入場料から
約183万円が寄付される。
　今年のコンサートのテー
マは、「愛と情熱のスペイ

しているものの一つ。演奏
前に、東京大学病院の中
川恵一准教授（放射線科）
と、タレントの山田邦子さ
んが、がんをテーマにした
ミニトークを行い、子ども
たちへのがん教育の大切さ
を訴えた。
　コンサートは、ダン・エ
ッティンガー氏が指揮。ヴ
ァイオリンは渡辺玲子さ
ん。チャイコフスキーのヴ
ァイオリン協奏曲などが演
奏された。

ン物語」。東京フィルハー
モニー交響楽団の演奏や、
スペインの舞踊などが披露
された。
　京王電鉄では、「あなた
の大切な人に伝えたい」を
スローガンに、「京王ピンク
リボンキャンペーン2010」
を展開し、京王線沿線で乳
がん検診の大切さを訴える
様々な活動を行っている。
このコンサートもその一環
として開催された。

　東京フィルハーモニー交
響楽団が８月20日に東京
オペラシティコンサートホ
ールで開催した「海の日」
記念チャリティコンサート
＝写真、堀田力丸さん撮影＝
の入場料全額352万円がこ
のほど、日本対がん協会の
「がん教育基金」に寄付さ
れた。
　日本財団が、日本社会に
寄付文化を根付かせ、社会
貢献活動を行っている団体
の支援につなげようと助成

日
本
対
が
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京王電鉄がチャリティコンサートで
対がん協会・ほほえみ基金へ寄付を

東京フィル　海の日記念チャリティコンサート
「がん教育基金へ352万円の寄付」
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　「お母さん　乳がん検診
を受けてね」。広島市安佐
北区の安田女子大学の学生
たちが学園祭でお母さんに
乳がん検診の受診を勧める
はがきを出す活動を行っ
た。ピンクリボン運動に興
味をもって初めて取り組ん
だ。「お母さんにはずっと健
康でいてほしいけど検診受
けてねって、照れくさくて
言えない。でも、はがきだ
と素直に伝えられる」。募
金活動も行い、寄せられた
4766円を日本対がん協会
に寄付した。
　久保帆万里さん、三浦絵
里奈さん、中山怜美さん、
久留嶋悠理さんの４人。
　10月30、31日にキャン

て、対がん協会の担当者と
相談。「はがき作戦」を計画
し、対がん協会が支援し
た。はがきのデザインは自
分たちで考案した。冊子
や、ブースに展示した乳が
ん啓発パネルも対がん協会
がサポートした。

パスで開催された学園祭
「まほろば祭～輝祭」にブ
ースを設け、乳がん検診を
勧める冊子を配布。まほろ
ば祭のキャラクターが「大
切なあなたへ」と呼びかけ
るはがきにメッセージを書
いてもらった。
　用意したはがきは300
枚。台風の影響で建物の中
での学園祭になったが、
「こういう機会じゃないと
お母さんに言えないね」と
言いながら書きこむ学生が
いたり、パンフレットを手
にとって熱心に見る年配の
女性もいたりしたという。
　久保さんらは、クラスメ
ートにも書いてもらって投
函した。

　久保さんらは学園祭の実
行委員会の総務を担当。家
族が乳がんを患ったことか
ら、乳がん征圧をめざすピ
ンクリボン運動に興味をも
ち仲間と話し合って計画し
た。久保さんは、学園祭で
のピンクリボン活動につい

　日本対がん協会は、学生
たちのがん啓発活動を積極
的に支援しています。がん
の多くは年をとるとともに
増えていきます。しかし、
子宮頸がんのように若い世
代に増えているがんもあり
ます。がんは本人だけの問
題ではありません。家族の
だれかが、がんになれば、
大きな影響を受けます。
　広島市の安田女子大学３
年の久保帆万里さんから
「学園祭でピンクリボン募
金活動をして乳がんの啓発
をしたい」という電話があ
りました。「祖母が一昨年乳
がんを発病し、乳がんに関
心を持ちました。私たちの

します。つまり、未来の自
分へのメッセージを仕掛け
ておくのです。
　こうした工夫も、どうし
たら効果的な啓発ができる
のだろうか、と、柔らかな
頭で考え、議論しているか
ら浮かんでくるのだと思い
ます。若者に、がんは自分
たちの問題だと気付いても
らおうと始めた学生活動の
支援ですが、いつの間に、
私たちのほうが背中を押さ
れるようになっていたのか
も知れません。
　学生たちの活動の支援に
関する問い合わせは、日本
対がん協会（☎03-5218-
4771）へ。

ピンクリボン活動は、身近
な人に、乳がん検診を受け
るよう勧めることだと考え
ています。多くの人が集ま
る学園祭がその絶好の機会
です」。
　そういう趣旨を聞いて、
対がん協会では「大切な人
にはがきを出しては」とア
ドバイスしました。活動の
内容は、記事で紹介した通
りです。娘さんからのメッ
セージを受け取り、感動し
て検診会場に足を運ばれた
お母さんが多かったのでは
ないでしょうか。
　学生たちの活動のカギの
一つが、はがきです。リボ
ンムーブメントの学生たち

もはがきの活用方法に工夫
を凝らしていました。
　青山学院大学で開催した
イベントで、参加者にはが
きを配布して感想などを記
入してもらいましたが、ミ
ソは、「一ヶ月後の自分へ
のメッセージ」です。宛先
には、記入者が自分の住所
と名前を書いたのです。
　健康講座などに参加し
て、その時は、すぐ検診に
行かなきゃ、と思っても、
翌日になるとつい面倒にな
ったり、授業や仕事にかま
けてしまったりして行けな
い人も少なくありません。
　学生たちは、このはがき
を回収し、１カ月後に投函

乳がん検診を勧めるはがきを手にする久保帆真理さん（左）と三浦絵
里奈さん。学園祭を訪れた人たちがお母さんへの感謝を込めてメッ
セージを書いた＝広島市安佐北区、安田女子大

「お母さん　乳がん検診受けてね」
広島の安田女子大の学生たちが学園祭ではがき作戦　募金も行い4766円を対がん協会に寄付 　学生たちのがん啓発活動　日本対がん協会が積極的に支援一つのカギははがきの活用　　

　カラダ美人は素敵女子
⁈−首都圏の大学生た
ちでつくる「リボンムーブ
メント」が11月23日、こ
んなテーマの子宮頸がん啓
発イベントを青山学院大学
（東京都渋谷区）で開催し
た。女性の悩みを何でも話
せるように、と、参加者は
もちろん、司会やコーディ
ネートにあたるのも女子大
生、という「女子大生限定

仕事をしようと思っている
わけでしょ。その仕事につ
くための資格を得るのに何
年もかかる場合もあるし、
そういった自分のライフプ
ランを考えてほしいね」と

アドバイス。「この年代には
こんな病気が多いからこう
いうことに気をつけなけれ
ば、というのが知恵。健康
に関して何の対策も立てな
いというのは残念ですよ」

イベント」。参加した約90
人が生理の悩みから子宮頸
がん予防、さらには、女性
のライフプランと健康な
ど、幅広いテーマで活発な
討論を展開した。
　「子宮頸がん征圧イベン
ト2010～girls ‘meeting@
青学」と題したイベント
で、青山学院大学・青山キ
ャンパスの総合研究所ビル
12階の会議室で開催した。
リボンムーブメントの
代表の１人、鈴村沙織
さんがコーディネート
し、メンバーの宮澤咲
子さんが司会を務め
た。参加者は５～６人
ずつのグループになっ
て計16のテーブルを囲
んだ。
　リズミカルな音楽が

流れる中、リボンムーブメ
ントの普段の活動風景がス
ライドショーで紹介され
た。各グループで互いに自
己紹介をしあいながら、イ
ベントは和気あいあいと始
まった。
　１部では、鈴村さんら３
人が、ウイミンズ・ウェル
ネス銀座クリニック（東京
都中央区）の対馬ルリ子院
長と、女性のライフスタイ
ルをテーマに話し合った。
　対馬院長が、「何歳ぐら
いで結婚、って思ってい
る？」と尋ねたのに対し、
学生の１人が「20代後半
ぐらいかな」。別の学生は
「両親が早く結婚したので
私もそう思っている」。
　これに対し、対馬院長が
「もうちょっとよく考えて。

と、健康が基本になること
をアドバイスした。
　この後、各グループで１
回目のグループワーク。そ
れぞれ自分のライフプラン
を紙に書いて議論した。
　休息を挟み、２部では、
対馬院長が「女性の健康、

子宮頸がんについて」と題
して講義。生理痛など近
年、若い女性に多い性周期
のトラブルなどに触れた
後、若い女性に増えている
子宮頸がんについて、子宮

す。５年間、定期的に検査
を受けてきました」
　今はバイクで山梨県内の
自治体の町おこしに協力す
るなど活発な阿南さんだ
が、「一番支障になったの
は恋愛です。『やっぱり子ど
もがほしい』と言われて。
それから恋愛に臆病になり
ました」。
　自身の体験を語ることで
若い世代にメッセージを伝
えたい。そんな熱い思いが
参加者みんなに伝わった。
その後の２回目のグループ
ワークでは、対馬院長、阿
南さんもそれぞれのグルー
プを回りながら話し合いに
参加したり、さらに詳しい
説明をしたりするなど、子
宮頸がん征圧に向けて全員
の思いが一致したイベント
になった。

の仕組み、役目、子宮頸が
んの原因となるヒトパピロ
ーマウイルス（HPV）の
ことなどを解説した。そし
て「子宮頸がんの予防はラ
イフスタイルに合わせて考
えて。ワクチンの接種に加
えて検診を習慣づけること

が大事です」と話した。
　続いて、５年前23歳の
時に子宮頸がんを体験した
阿南里恵さんを中心に、対
馬院長、鈴村さんが話し合
った。

　阿南さんは大手自動車メ
ーカーに勤務していた際に
不正出血で対馬院長を受
診。すぐに国立病院に行き
なさい、と言われたことを
紹介。「それで行った築地の
国立がんセンターで両親が
すごく泣いていた。母は
『私がもっと早く気づいて
いたら』って。私は大阪生
まれ。東京で働いていたけ
ど、両親は大阪。気づくの
は無理なのに。やっぱり親
なんだな、と」
　抗がん剤でがんを縮小さ
せて子宮の摘出手術。術後
には放射線治療も行った。
　「手術前に医師から『（お
腹を）開けてみないと分か
らない』と言われた。生き
るか死ぬか、突き付けられ
ました。手術が終わっても
それで終わりではありませ
ん。再発の心配がありま

子宮頸がんを体験した阿南里恵さんを中
心に話し合う対馬ルリ子院長（左）ら

子宮頸がん、乳がん　女子学生たちが啓発

最
後
に
参
加
者
が
そ
ろ
っ
て
記
念
撮
影
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　私は健常者の会社員であ
りますが、今から４年前に
リレー・フォー・ライフを
知り、その素晴らしい理念
に共鳴し、以来毎年実行委
員のボランティアとして、
常にリレー・フォー・ライ
フに参加して参りました。

　今年６月に、仕事の研修
でカナダのバンクーバーに
行く機会を持つ事が出来た
ので、カナダ対がん協会
（以下CCS）のホーム・ペ
ージで事前に確認してい
た、ダウンタウンから車で
30分くらいの、ノース･バ
ンクバーと言う閑静な住宅
街の公園の一角で行われて
いるリレー・フォー・ライ
フに行って参りました。

　事前に当地の実行委員会
にアポイントメントを入れ
ていた訳ではないのです
が、日本のリレー・フォ
ー・ライフのTシャツを着
て行った私に対して、現地
の実行委員のある女性が優
しく声を掛けて来てくれま
した。実行委員長（この方
も女性）を早々に紹介して
くれ、トラックを彼女らと
一緒に周回しながら、いく
つかのチームとも実際会話
が出来て、寄付金の集め
方、当日のアトラクショ
ン、大会全体の参加人数、
リレー・フォー・ライフに
参加している人々の動機
等、様々な質問にも彼女は
快く答えてくれました。

　カナダのリレー・フォ

事。もうひとつはインター
ネットでも募金が集まる事
から解るように、CCSが
国民へ施している「がん罹
患時のサービスや予防の為
の啓発活動」に市民が納得
しているという事。バンク
ーバーがあるブリティッシ
ュ・コロンビア州だけで
も、リレー・フォー・ライフ
を通して毎年54億円の寄
付が集っているそうです。

　日本のリレー・フォー・
ライフは、まだ黎明期の段
階かもしれません。でも毎
年日本全国でRFLが行わ
れる会場は確実に増えてお
ります。世界20ヵ国で行
われているリレー・フォ
ー・ライフ。がん遺族や罹
患者本人をその家族・友
人・仲間が気持ちをひとつ
にして精神的に支え合い、
がん撲滅の為の研究助成や
患者へのサポートを資金的
にも援助して行く、という
リレー・フォー・ライフの
掲げる崇高な人類愛の理念
を、この日本でも定着させ
たい気持ちが、カナダのリ
レー・フォー・ライフに触
れて益々強くなりました。

ー・ライフに接しているう
ちに、いくつか気付いた事
があります。先ず日本のリ
レー・フォー・ライフのよ
うに、参加者がトラックの
周回を競っていたり、リレ
ーを中断させてはならず
と、がむしゃらにトラック
を回るという光景がない
事。天候にも恵まれていた
せいでしょうか、各チーム
がみんな各々チームでバー
ベキューを仲間と楽しみな
がら、気が向いたらトラッ
クを周回するという感じで
した。

　実行委員会は大会最中、
チームが大人から子供まで
楽しんでリレーに参加出来
るよう、１時間にひとつ程
度、チーム全体でリフレッ
シュが出来るよう、例えば
チームの仲間でビーチ・ボ
ールを落とさずトスしなが
ら周回してもらうなど、
様々なアトラクションも用
意していました。

　でも寄付金はスゴイんで
す！地元のあるスポーツ用
品メーカーの社員で結成さ
れたチームは、社内で募っ
た寄付金が100万円に達し
ていました。訊けば「がん
は身近な病気であり、当社
の社員やその家族も罹患し
ている人間がいる。社員皆
で彼らをカバーするのは当
然だ」とコメントしてくれ
ました。

　実行委員の彼女が所属す
るチームは300万円でチー

ム寄付金トップ、参加者
1,500人強の大会全体で当
日まで集まった寄付金は
1,800万円。チーム毎の寄
付金額や、大会全体の寄付
金総額もびっくりですが、
「今年の目標は3,200万円な
のに、残念ながらここ５年
は大体このくらいの寄付金
で推移してしまっている。
でも今この時も寄付金は増
え続けているのよ」と彼女
は言いました。

　日本とは寄付に関する考
え方やその税制の仕組みが
抜本的に違うとは言って
も、本場のリレー・フォ
ー・ライフのチームや大会
は、話には聞いていたが、
どうしてこんなにも寄付を
集められるのか？

　答えは２つだと考えまし
た。ひとつはチームが大会
前に作られる、或いは大会
前にしか集わないチームで
はなく、１年を通して絶え
ずチームで募金活動に勤し
んでおり、且つリレー・フ
ォー・ライフ自体はそのチ
ームの１年間に渡る努力が
表彰される場に過ぎない

「研究助成、患者サポートを資金面で」
村上　均＝リレー・フォー・ライフ全国実施事務局ボランティアスタッフ　　　

カナダで、アメリカで、

筆者は前列左から４人目
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　2008年の春、満40歳に
なったとき、生まれて初め
て受けたがん検診で、
GISTという悪性肉腫が胃
噴門部に見つかりました。
肉腫患者はがん患者全体の
１～２％といわれていま
す。肉腫は小児がんには多
いけど、成人にはまれにみ
られるがんで、成人に発祥
したら、殆どの肉腫は抗が
ん剤でやっつけることも、
放射線で焼くことも出来ま
せん。

　「がん」を宣告されると
「なぜ私が？」とか、「私は
もうすぐ死ぬんだ」という
言葉が頭に浮かぶ人がほと
んどだと思います。でも私
の中に浮かんだ言葉は
『I'm	 gonna	 beat	 it	 for	
sure!』（絶対やっつけてや
る！）でした。

　私がリレー・フォー・ラ
イフというイベントを知る
きっかけになったのが、現
在リレー・フォー・ライフ
福岡の実行委員長をされて
いる、はるちさんのブログ
です。はるちさんとは
2004年にブログで知り合
いました。当時私はがん患
者遺族として、沢山の親戚
を子供の頃から見送ってき
たので、「がん」という病
気はとても他人事には思え
ませんでした。日本で開催
されたリレー・フォー・ラ
イフは１回目からはるちさ
んのブログを通して、遠い
熊本から気持ちだけ参加し
ていました。

えられるのではなく、その
サバイバーの闘病生活を支
えたCaregiverも前にで
て、Caregiverのたすきを
かけられ、一緒に称えられ
ることです。

　がん患者は、１人で乗り
切ることはできなくても、
支えてくれる人がいるから
乗り越えられる山もあるの
だと思います。

　私の場合は沢山の卒業し
た親戚と余命を宣告されな
がらも、その宣告を聞く耳
持たず無視して今もなお元
気にしている仲間が支えて
くれていると思います。

　がんは特別な病気ではな
く、誰でもかかる病気だと
認識され、多くの人ががん
検診を毎年受ける意識を持
ち、一日も早く「がん＝不
治の病」という定義からは
ずれられるように、これか
らもリレー・フォー・ライ
フを通じ、がん早期発見、
早期治療を訴えていきたい
と、ニューヨーク州でリレ
ー・フォー・ライフに参加
して改めて、心に誓いまし
た。

　はるちさんのブログに出
会い、リレー・フォー・ラ
イフというイベントに出会
ったおかげで、私のGIST
は早期の段階で見つかるこ
とができたと思っていま
す。GISTという肉腫は10
年前までは治療法は手術以
外なかったのですが、アメ
リカのリレー・フォー・ラ
イフの収益金から白血病の
治療薬として開発されたグ
リペックという抗がん剤が
GIST治療に効果があるこ
とがわかりました。私達
GIST患者はグリペックの
おかげで多くの命が救われ
ています。

　グリペックがGISTの治
療薬として使われ初めて
10年という節目を向かえ
た今年６月、GIST	 Life	
Raftという世界中のGIST
患者を結ぶ患者会が開か
れ、過去10年を振り返る
という企画が行われまし
た。私はこの会に参加する
ため渡米することを決めま
した。そして、折角渡米す
るなら本場のリレー・フォ
ー・ライフに参加したいと
思い、６月19日にニュー
ヨーク州ブルックリン市の
リレー・フォー・ライフ
と、６月26日にニューヨ
ーク州アストリア市と、二
カ所のリレー・フォー・ラ
イフに参加しました。時間
の都合上アストリアには２
時間ほどしか参加できませ
んでしたが、ブルックリン
には開会式から閉会式まで
参加しました。

　ブルックリンでは、
日本と同じようにま
ず一般受付にて受付
を済ませました。こ
こから福岡と違った
のはサバイバーだと
告げると、サバイバ
ー受付に移り、サバ
イバー歴（がんだと
診断が下った日、も
しくは手術の日）、がんの
種類、名前などをサバイバ
ー帳に記入し、紫のサバイ
バーTシャツを受け取りま
した。その後はオープニン
グセレモニー（開会式）ま
でサバイバーズ交流テント
にて、ボランティアや協賛
企業が持ち寄った食事や飲
み物をとりながら沢山のサ
バイバー同士で話をするこ
とができました。

　また会場で売っているも
のや、その他何もかもお金
に関することはほぼ100％
寄付として、アメリカ対が
ん協会への寄付となってい
たようです。

　オープニングラップ（サ
バイバーズウォーク）は沢
山の人の拍手ととびっきり
の笑顔で、私達サバイバー
を称えてくれました。開会
式では、サバイバーの名前
とサバイバー歴をアナウン
スされ、サバイバーは前に
出て、サバイバーズメダル
を首にかけてもらい、沢山
の拍手で称えられれまし
た。私が今まで体験したリ
レー・フォー・ライフと違
うのはサバイバー１人が称

本場のリレーに参加して
「支える人の大切さ感じる」

津埜麻由美＝リレー・フォー・ライフ福岡実行委員　　　

左が筆者
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　日本対がん協会は、子宮
頸がん啓発用の小冊子「あ
なたと子宮頸がん　みらい
のために」＝写真＝を作成
した。今春作った「いのち
のはなし」に続く第二弾で、
主に中学・高校生を対象
に、子宮頸がんを身近な病
気と考えてもらえるような
物語とともに、子宮頸がん
検診のことや原因となるヒ
トパピローマウイルス
（HPV）の感染防止用のワ
クチンについても分かりや
すく解説した。対がん協会
グループの提携団体に見本
を配布したところ、問い合
わせが相次いでいる。
　「みらいのために」で紹
介する物語は、思春期の女

　「みらいのために」「いの
ちのはなし」に関するお問
い合わせは、日本対がん協
会・子宮頸がん啓発キャン
ペーン係（☎03-5218-4771）
にお願いします。一部30円
（税込）で提供いたします。

生徒が主人公。この女生徒
の28歳の叔母が子宮頸が
んを発病して治療したとい
う設定で、女生徒が叔母を
病院に見舞ったり、退院後
に結婚した叔母から新婚旅
行のお土産をもらったりす
る中で、子宮頸がんについ
て学んでいく−。
　厚生労働省が、女性特有
のがん検診の一部無料化
で、子宮頸がん検診を20
歳から40歳まで５歳刻み
で無料化したり、思春期を
対象に子宮頸がんワクチン
の助成を考えたりするな
ど、子宮頸がんへの関心が
高まっている。とくにワク
チンへの助成が補正予算案
に組み込まれたことから、

各地の教育委員会などか
ら、思春期世代への啓発冊
子に関する問い合わせが、
対がん協会に相次ぐように
なった。
　「みらいのために」は、
こうした要望にこたえよう
と作成したも
ので、「いのち
のはなし」と同
様、今野良・
自治医科大学
附属さいたま
医療センター
教授、宮城悦
子・横浜市立
大学附属病院
化学療法セン
ター長が監修
している。

　田辺さんが、がんに関心
を持ったのは、薬学を専攻
した学生時代にさかのぼ
る。「克服は難しい」と言わ
れ、社会でがんという言葉
さえ口にするのがはばから
れる時代。ただ田辺さんは
「なんとかしないといけな
い問題だなぁ」とおぼろげ
に思っていた。卒業して外
資系の製薬会社に。しか
し、仕事はずっと、がんと
関係のない分野だった。

者たちも少なくない。
　みんなそれぞれ事情をか
かえる中での活動。チーム
ワークを育むのも一朝一夕
にはいかない。しかし、
「みんなで力を合わせれば
必ずやり遂げることができ
る。大変だけど一歩前に進
む勇気があれば、成し遂げ
られることをサバイバーだ
けでなくボランティアのみ
んなにも伝えたい」。
　地元のチームをはじめ、
県内の医療、行政、企業が
一致団結し横浜に根付いた
リレー展開したいという。
「力を合わせることにより、
繋がることにより、１人だ
と小さなことと思えること
が大きく育っていく。いま
踏み出した小さな力を、が
ん征圧への大きな力に変え
ていきたい」と語る。

　リタイアして、中国や台
湾などのお茶をたしなみ、
中国各地を巡った。「おいし
くて、体に良く、心がリラ
ックスするお茶の魅力を独
り占めしているのはもった
いない」と中国茶をふるま
う喫茶店を開いた。
　店に集う人の中で、「お
茶を飲むと癒される」と打
ち解ける人も増えてきた。
やがて「実はがんで悩んで
いる」という人も一人、二

人ではなくなってきた。
　「抗がん剤治療で、お店
にしばらく来られなくな
る」という人や、優しくて
いい人ががんで命を落とし
ていく人を目の当たりにし
た。「もう一歩踏み込んだ活
動ができないか」と思って
いたときにリレー・フォ
ー・ライフを知り、06年
のつくば大会に参加した。
　父親をがんで亡くし、
「薬のことではサポートで
きなかったけれど、がん患
者さんのために何ができる
のか」という思いを胸にリ
レーに携わってきた。
　サバイバーと触れ合うこ
とで「本当に求めているも
の」を肌で感じてきた。リ
レーの会場で、来年も再会
を、という約束をしなが
ら、それがかなわない参加

田辺宏幸さん　2009、2010年
のリレー・フォー・ライフ横浜
実行委員長。サバイバーではな
いが、2005年にNHKホールで
開かれた「がん患者大集会」に
参加したことをきっかけに、が
ん患者さんをサポートしたいと

神奈川県内で活動を始めた。リレー・フォー・ラ
イフには06年のつくば大会から参加している。

リレーの人々
「１人だと小さくても、繋がることで大きな力に」

子宮頸がん啓発小冊子第2弾
「みらいのために」　中学・高校生に向けて


	1-3.pdf
	4-5
	6-8

