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ウイッグや帽子を被災地のがん患者へ

One World プロジェクト
東日本大震災で被災した
がん患者の方々に、ウイッ

者用の下着、医
療用の弾性包帯

グ（鬘）や帽子などを贈ろ
う――。日本対がん協会
は、がん患者団体のネット

など、日常的に
欠かせない物資
を送る取り組み

ワーク「J-CAN」ととも
に、日々の暮らしに欠かせ
ないケア用品を支援する
「One Worldプロジェクト
～みんなでひとつに～」を
始めた。
抗がん剤の影響で髪の毛
が抜けているのにウイッグ
を失った状態での避難を強
いられている人、衛生状態
の悪さに加えて寒い日が続
き、リンパ浮腫が悪化した
人……避難を余儀なくされ
た人たちの中には、がんと
闘病中だったり、後遺症に

支援団体や対がん協会など

〜みんなでひとつに〜

だ。被災地では
東北大学病院化
学療法センタ
ー、岩手県立中
央病院がん化学
療法科、福島労
災病院などで必
要な人たちに手
全国から寄せられたケア用品を整理するボランティアの人たち＝東京・有楽町の日本対がん協会
渡ししてもら
う。J - C A Nの桜井なお
寄せてくれた人もいた。リ
と届けられ被災地に送った
み・NPO法人「HOPE★
ンパ浮腫用のケア用品や専
のは、大型段ボール箱150
プロジェクト」理事長らが
用下着の購入に関しては日
個を超えた。
呼びかけた。
本対がん協会が協力した。
このプロジェクトは５月
４月上旬に全国の患者・
まず「第１次」として17
で一区切りをつける予定だ
サバイバーに協力を求めた
日に、
ウイッグ154個、
帽子
が、先の見通せない避難生

悩まされたりしている人が
少なくない。避難所に居づ
らくなって不自由なのを承
知で自宅に戻った人もいる。

ところ、ウイッグや帽子な
どが続々と日本対がん協会
に寄せられた。新品を購入
して提供した人、肌にやさ

665個、
ケア用品、
下着など
を発送した。仕訳や発送作
業には約20人のボランテ
ィアが参加した。美容師も

活が強いられる中で、今後
も様々なケア用品が求めら
れることは確実だ。その受
け皿として、このプロジェ

このプロジェクトは、そ
んな人たちに、医療用ウイ

しいようにとタオルで帽子
を手作りした人、お守りと

加わり、ウイッグを整髪す
るなどきめ細かに対応した。

クトの枠組みを継続させ、
９月の征圧月間に合わせた

ッグやケア帽子、乳がん患

して持っていたウイッグを

その後もケア用品が続々

東日本大震災で被災されたがん患者・家族の皆様へ

「フリーダイヤルがん電話相談」を開設しました
日本対がん協会は、被災されたがん患者・家族の
方々から医療や、避難所などでの日々の暮らしの悩
みなどの相談を受けています。がん専門医による相
談は「0120－822－355」
（祝日を除く月～金曜の10～
12時。１人20分）。看護師・社会福祉士が暮らしの悩
みごとなどの相談も受ける「がん相談ホットライン」
は「0120－788－233」
（祝日を除く毎日10～16時。１
人20分）です。ご活用ください。

支援などを行う方針だ。

東日本大震災

（2）

（第三種郵便物認可）

対 が ん 協 会 報

2011年5月1日

心配してがん検診を受けない。それががんを増やす恐れ
中川恵一・東京大学医学部付属病院准教授（放射線科）に聞く

東京電力福島第一原発の事故の影響は？

東日本大震災によって東京電力の福島第
一原発で大きな事故が起きた。その後の対
応に手間取る中で、放射性物質が環境中に
ばらまかれ、首都圏などでも、わずかなが
ら放射線量が上がる傾向がみられた。「水道
水から微量に検出」
「 野菜に付着」。そんな

100ミリシーベルト
以下だと健康被害は
認められていない
――東日本大震災で東京電
力の福島第一原発が大きな
被害を受け、放射性物質が
環境中にばらまかれまし
た。その影響を心配する人
は少なくありません。
「一般の方々は放射線で
どんなことを恐れているの
でしょうか。それは、がん
が増えることです。放射線
を浴びてがんになる、と。
実は、放射線の影響に関す
る調査、その後の健康調
査、疫学的なものを含めた
データは、広島・長崎のも

のしかないんです。つまり
原爆です。旧ソ連のチェル
ノブチリ原発事故では一般
の人々がどれくらい被ばく
したのか、はっきりとは分
かっていません。その広

報道が相次いだ。東京の医療機関では、放
射線を使ったがん検診を受けない人もいる、
という。私たち人間に影響が及ぶのだろう
か、それとも杞憂に過ぎないのか。放射線
について詳しい中川恵一・東京大学医学部
附属病院放射線科准教授に聞いた。
の後、国際放射線防護委員

細胞を排除しながら、生き

会（ICRP）は、福島第一

てきたのです。仮に被ばく
したとしても、それがゆっ
くりなら、修復する仕組み
が体に備わっているので
す。ところが、原爆による
放射線の場合ように、切断
が一気にたくさん起きたと
きは修復がとても追いつか
ない。たとえば、150ミリ
シーベルトの放射線も一気
にあびた場合に比べて、数
年かけてあびた場合では、
その影響が半分以下になる
ということが言われていま
す」
「ただ、今回は、福島第

原発の周辺に住む人の被ば
く限度の基準を、年に１ミ
リシーベルトから20~100
ミリシーベルトの範囲で引
き上げるよう声明を出しま
した。2007年の勧告で緊
急事態の一時的な基準の緩
和ができることが盛り込ま
れていて、それにあたると
判断したのです。今回はそ
の範囲で最も低い20ミリ
シーベルトが、参考レベル
として、適用されることに
なりました」
――その範囲なら健康に被
害がない、ということです
か。
「はい、20~100ミリシー
ベルトの範囲なら健康への
影響はまず、ないというこ

島・長崎のデータからは、
100ミリシーベルト以下だ

とです。広島・長崎の原爆
による放射線影響のデータ

と健康被害は認められてい
ない、ということがわかっ
ています」
――ということは、今回は

は、いわば一瞬のもので
す。長期にわたる放射線の
影響に関するデータはない
のが現実です」

一原発で事故への対応など
作業を続けている方のリス
クはひょっとしたら上がる
かもしれません」

たばこの方が
うんと高いリスク
――さきほど、たばこのほ
うが危険だと言われました
が、それほどたばこの影響
は大きいのですか。

ほとんどの地域では心配が
ないのでしょうか。

「生物の歴史を振り返る
と、生物は長い間、放射線

「そうです。一般の方々
のリスクはゼロだと言って
いいでしょう。たばこを吸
っている人のほうがリスク

を浴びながら生きてきまし
た。つまり、DNAが放射
線によって切断されながら
も、それを修復しながら、

ミリシーベルトの被ばくの
リスクと同じくらいの影響
があると言われています。
もちろん、一気にあびるの

はうんと高い。今回の事故

修復できないときは、その

ではなく、少しずつ累積し

「そうです。長くたばこ
を吸っている人は、1000
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ていく、ということです
が。がんのリスクとして
は、放射線よりも他の要素
の方が大きいんです」
――生活習慣ですね。

「いま、逆のことが心配
です。心理的な影響のこと
です。関東でも放射線量が
高まったとかいう報道に接
した人たちが、野菜を食べ
ない、魚が怖い、そういう
ことになって、古来の食生
活が一気に欧米化する。確
かに欧米化は徐々に進んで
は来ていますが、今回のこ
とで一気に進む。その影響
によって、将来がんが増え
るのでは、
という懸念です」

心配ならなおさら
がん検診を
――がん検診、乳がんや肺
がん、胃がんの検診では放
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射線を使います。それを心
配する人も出ているそうで
す。
「放射線のことを正しく

くなる人の３人に１人は、
その原因ががんです。それ
ほどリスクが高い。そのこ
とをまず、理解してほし

でがんが多い、というデー
タはありません。日本国内
では、東京や神奈川など関
東地方はもともと低い。中

理解してほしい。がんが増
えると心配するのであれ

い。それがさらに上がるの
では、と心配するんだった

部地方や西日本の方に比較
的高いところが多い。福島

ば、なおさら検診を受ける
ことが大切です。放射線の
影響はない、といったこと
をネットで発信すると、中

ら、なおさら検診を受けな
ければいけません」
――検診で使う放射線量は
機器の改良も進み低くなっ

第一原発の事故による放
射線が怖いといって、国
内にしろ、海外にしろ、別
の場所に行ったとしても、

ています。
「そうです。成田からニ

そこが低い、とは限りませ
ん」

頼まれているんだとか、そ
んなデマが出回るようにな
る。そんなことはありませ
ん。東電や国から依頼があ

ューヨークに行く航空機で
受ける放射線量の４分の１
です。さきほども申しまし
たが、生物は誕生以来ずっ

「 将 来 、そ う で す ね 、
100年後、日本では2011年
を境にがんの罹患率や死亡
率が急に増えていた、とい

っても、すべて断っている
んですよ」

と自然から放射線を受けて
います。ブラジルやイン

うことになりかねません。
なぜか。がん検診を受け

「そもそも、震災が起き
る前、がんのリスクはどれ
くらいだったか。日本人の
２人に１人はがんになると
いうのが現実なんです。亡

ド、イランなどには自然の
放射線量が高い地域があ
る。年に10ミリシーベル
トというところもありま
す。でも、そういうところ

ず、食生活をはじめ生活習
慣が急変したから。そんな
ことにならないように、正
しく理解してほしいと思い
ます」

川は東電から寄付をもらっ
ているとか、国や東電から

自然放射線による被ばく

国際放射線防護委員会（ICRP）の2007年勧告

大気圏内の核実験で環境放射能汚染の影響が問
題となり、国連は1955年、原子放射線の影響に
関する国連科学委員会（UNSCEAR）を設け、
自然・人工を問わずに放射線に関するデータをと
りまとめて報告している。
その2008年の報告によると、人間は平均して

国際放射線防護委員会（ICRP）は2007年の勧
告で、
「緊急時における被ばく状況」という考え
方を導入した。
平常時を「計画的な被ばく状況」とし、線量限
度は従来通り、職業被ばくの場合は、ある５年間
を平均してみた場合に年間20ミリシーベルト、

年に2.4ミリシーベルトの自然放射線に被ばくし
ている。幅は１~13ミリシーベルトで、１~20ミ
リシーベルトを浴びている人も少なくない、とい
う。

一般公衆における限度を年間１ミリシーベルトと
した。
しかし、今回の東電福島第一原発の事故のよう
な緊急事態に、従来の基準を適用すると事故処理

おもなものは、吸入（ラドンガス）が平均1.26
ミリシーベルト（0.2~10ミリシーベルトの幅）、

などで適切な対応ができなくなる恐れがある。環
境における放射線防護の新たな考えを導入。緊急

地球ができたときからのものが0.48ミリシーベル
トの（0.3~１ミリシーベルトの幅）
、口から摂取
するものが0.29ミリシーベルト（0.2~１ミリシー
ベルト）
、宇宙からが0.39ミリシーベルト（0.3~

時に設ける参考レベルとして20~100ミリシーベル
トという基準を示した。
これについても、人体に影響が及んでもかまわ
ない、という考えではなく、これまでに得られた

１ミリシーベルト）
。
もちろん、自然放射線には地域による差があ

データを分析・検討し、緊急時にはこの限度まで
なら大丈夫ということで設定されている。

る。宇宙からの放射線も一般的には標高が上がる
につれて高まる。
東電福島第一原発の事故による影響は原発の敷
地やその周辺を除き、今のところ、放射線の地域
差の範囲におさまる程度と考えられる。

同時に「平常時」でも職業被ばくの場合には１
~20ミリシーベルト、緊急時の避難の参考レベル
としても同じく１~20ミリシーベルトを挙げている。
※１ミリシーベルトは、1000マイクロシーベ
ルト。つまりマイクロはミリの1000分の１。
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岩手、宮城、福島各県支部に義援金
日本対がん協会は、東日本大
震災で被災した岩手、宮城、福

ってまだまだ復興への道は遠い

大変な出来事に一度に襲われた

と感じられました。

福島ですが、少しでも前向きに

島各県支部に、全国の対がん協

盛岡市には４月10日に入り

と奮闘されている職員の方々の

会グループから寄せられた義援

ました。同市は内陸に位置する

姿にはただただ頭が下がるばか

金を贈りました。義援金は計

ことから津波の被害はありませ

りでした。

450万円で、４月10~12日に

んでしたが、予防医学協会の検

東北自動車道は、東京から盛岡

理事・事務局長の塩見知司と平

診車２台が海沿いの地域に検診

までようやく開通したばかりで

田が３支部に届けました。全国

に出かけていて津波にさらわれ

したが、ひび割れや段差がいた

の支部の皆さまに改めて御礼を

たそうです。沿岸部が津波で大

るところで目につきました。補

申し上げます。ご家族が津波の

きな被害を受けた仙台市では中

修もあちこちで行われ、震災の

犠牲になられた職員のかたもい

心部でもまだ都市ガスが使え

すさまじさ、その被害の大きさ

らっしゃるとうかがい、心から

ず、風呂にも入れない状態が続

を改めて知ることになりました。

お見舞いを申し上げました。

いていました。

日本対がん協会も微力ながら

訪ねた時期は３月11日の大

福島市を訪問した12日には

震災からちょうど１カ月でした

震度６という大きな余震に遭遇

が、大きな余震が絶えず、東京

しました。地震・津波・原発事

電力福島第一原発の事故も重な

故、という、どれ一つとっても

財団法人

岩手県対ガン協会

一日も早い復興のお手伝いをし
ていきたいと思います。
（日本対がん協会事務局次長・
平田治）

会長

このたびの東北関東大震

写真右は梅村俊男・岩手県対ガン協会専務理事
左は塩見知司・日本対がん協会理事・事務局長

大堀

勉

状況であります。当協会も

災に際しましては、皆様に
多大な心配をお掛けしたば

震災直後、人員の派遣や、
検診車を使った各種の医療

かりでなく、心温まる励ま
しと、多額の義援金まで賜
りましたことについて、衷
心より感謝と御礼を申し上

支援を行いましたが、あま
りの微力さにただ呆然とす
るばかりでありました。今
後もできることから少しず

げます。お陰様で、当協会
は役職員やその家族も無事

つ、被災された方々や地域
と共に努力してまいる所存

で、また協会施設等にも大
きな影響はございませんで
した。しかし報道等でご存
知の通り、沿岸部において

です。今回いただきました
義援金は、被災地域のため
有効に役立たせていただき
ます。今後とも変わらぬご

は人的にも物的にも想像を
絶する壊滅的な被害を負

支援、ご協力を賜りますれ
ば幸いです。

い、復興の目処が立たない
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東日本大震災で大きな被害
財団法人

宮城県対がん協会

久道

会長

茂

去る３月11日午後２時46分に
発生いたしました大地震および大

平洋沿岸部は未曽有の大被害を受
けてしまいました。当県の被災に

付を賜り心よりお礼申し上げま
す。頂戴しました義援金につきま

津波により、宮城県内と東北の太

よる犠牲者や不明者は未だ把握で
きない状況で、不自
由な避難生活を送っ

しては、その趣旨に従い事業復興
のため有効に活用させていただく
所存です。
（中略）４月からは新年

ている方や、住み慣
れたふるさとを離れ
集団避難を仕方なく
された方も大勢おら
れます。今般、４月
1 1日、塩見局長が
来仙され、励ましの
お言葉や日本対がん
協会と日がんグルー
プからの多額のご寄

度のがん検診事業が開始されてい
ますが、沿岸地域の検診は当面の
間、不可能であり（中略）新年度
の検診事業は大幅な事業縮減を余
儀なくされると見込んでおりま
す。震災にあたり、皆様からのご
厚志に対し重ねてお礼を申し上げ
ますとともに、県内のがん対策事
業回復のため、役職員一同専心努
力してまいる所存であります。

財団法人

福島県保健衛生協会

会長

鈴木

仁

この度の東日本大震災に際しま
しては、当協会に対し多額のお見
舞いを賜りまして、誠にありがた
く、心より御礼の言葉を申し述べ

いう天災に加
えて、人災と
もいうべき福
島原発事故に

させて頂きます。当協会では地震
発生直後に対策本部を立ち上げ、

起因した放射
性物質による

職員の安全と施設の被害状況を確
認いたしました。その結果、数名
の職員が津波等の被害にあい、家
を失いましたが、幸いにも生命に

汚染、さらに
は風評被害が
与える影響は
思いのほか大

は別状ありませんでした。また、
施設や機器の一部に被害を受けま

きく、今後、
復興への道は苦難に満ちておりま

の一つひとつに対して全力で取り

したが、今の所、震災前と同程度
の事業を推進していくことは可能
と考えております。地震、津波と

す。当協会としては、危機対策プ
ロジェクトチームを設置し、中・
長期的展望の下、解決すべき課題

組んで参りますので、今後ともど
うぞよろしくご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。
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突然止まった特急 直後に激しい揺れ
津波到達まで40分 駆け上がったアパートの非常階段

〜 被災地からの報告 〜
㈶宮城県対がん協会

がん検診センター

渋谷大助

震災当日、私は上野駅
13時発のスーパーひたち

うということで下に降りた
が、さてこれからどうした

27号の車中にいた。仕事
で東京都清瀬市の結核研究
所から福島県南相馬市に向

ものか。路線バスは無いの
かと地元の住民に尋ねる
と、とっくの昔に路線バス

かうためだ。
常磐線に乗るのは久しぶ
りだった。福島県いわき市
の総合病院で研修医だった
頃はよく利用したものだっ
た。
その日は快晴で、列車は
北茨城市を海沿いに北上
し、いわき市まで10分足
らずという距離だった。
「も
うすぐいわきだ。海沿いの
国道６号線も良くドライブ
したな」と車窓から海岸線
を眺めていた時、突然列車
が緊急停止し、その直後激

までは距離があるのであそ
こに逃げ込むしかないと思
った。ふとアパートの手前
に目をやると古い民家が見
事につぶれているのに気が

「アパートの非常階段を昇
るように」との乗務員から
の指示があった。
私はと言えばもちろん最
上階まで駆け上がった。そ

は廃止になったとのこと。
タクシーも走っていないし
電話も繋がらない。結局近
くの小学校の体育館で避難
所生活を送ることになった。
震災の直中にいるものの
共通点は情報から遮断され
るということだ。今回の震
災ほどそれが顕著だったこ
とはない。
ライフラインが止まり、
電話もテレビも使えない。
当事者は何が起きているの
かさえ知ることが出来ない
のだ。頼みの携帯電話とい

しい揺れに襲われた。脱線
するかもしれないと思うほ
どの揺れであった。これは
大きな地震だと思い、経験

付いた。
「両隣の家は何ともない
のに、地震で全壊したのだ
ろうか。それとも以前から

ろそろ津波が来るなと思っ
て海を見ていると、遠くか
ら今まで見たこともないよ
うな大きな波、いや水の塊

えば、震災直後は奇跡的に
メールが繋がっていたが、
やがてはメールさえ繋がら
なくなった。

的に携帯電話は通じないと
判断し、メールで家族の安

廃墟だったのだろうか」そ
う思うくらい見事にその家

が向かってきた。他の乗客
は驚いたような声を上げ、

早く仙台に戻りたかった
がJ Rも止まり（途中の駅

否を確認した。海岸が近い
ので津波が心配になり、携
帯でニュースを見たとこ
ろ、既に大津波警報が出さ

だけがつぶれていた。
列車は送電も止まり車両
のドアが開かなくなってい
た。乗務員の誘導の下、前

しきりに写メールで津波を
撮っている。この時は未だ
余裕があった。
翌日、歪んだレールを目

は流され、レールも曲がっ
ている）、バスも無く、ど
ういう手段で帰ることが出
来るかを調べることさえ出

れており、北茨城市、いわ
き市に津波の第一波が到着

後の運転室のドアを手動で
開けて、全員が列車を降り

にし、肝を冷やしたのだ。
津波はアパートの下まで届

来なかった。J Rの職員も
本社と連絡が取れず、乗客

するのは40分後とのこと
であった。
外に目をやると偶然にも
５階建てくらいのアパート

た時には津波到着予定時刻
の10分前であった。
乗務員の指示を待つ前
に、自分だけでもアパート

いたが精々30cmくらいだ
っただろうか。津波が引い
た後には路上に流木が散乱
していた。

を置いて雲隠れするありさ
まだ。原発事故のために移
動経路も限られていた。バ
ス、タクシーを乗り継ぎ、

が４～５棟建っている。ほ
かに高い建物はなく、高台

の非常階段を昇ったほうが
良いのかと迷っていると、

２波、
３波の津波は段々
弱くなり、もう来ないだろ

仙台に戻ったのは３月13
日の夜だった。
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帰仙後、災害対策本部の
設置、被害状況の確認、職

ず、緊急避難的に製薬メー
カーのMRが直接医療機関

ドに並ばなければならなか
ったのである。想定外だっ

影響で住民が放射線被曝に
敏感になっており、Ｘ線に

員の安否の確認、被災した
職員への支援、県内の被害
状況に関する情報を収集し

に医薬品を届けていた。
我々も県および市町村から
の依頼により大崎市、名取

たのは福島第一原発の事故
により放射能被曝に関する
県民の不安が高まり、県庁

よる検診は敬遠されるな
ど、他県よりも検診事業の
打撃が大きいと言われてい

た。幸い職員で犠牲になっ
たものはいなかった。検診
車、医療機器にも損傷はな

市の避難所へ看護職員を派
遣し、また県内の地理に詳
しい検診課の職員を派遣し

に県民からの問い合わせが
殺到したことである。一般
事務職員では対応が難し

る。がん検診に携わる者は
放射線被曝に関する正しい
知識を住民に分かり易く伝

く、当施設の復旧はライフ
ラインの復旧を待つのみで
あった。
しかし県内の被害状況を

て気仙沼市、石巻市をはじ
め多くの市町村の避難所に
医薬品を届けた。
県薬務課には多くの医薬

く、専門知識を持っている
ものとして、当協会の放射
線技師がボランティアとし
て県の電話窓口で応対し

えることが必要だというこ
とも実感した。
最後になりますが、全国
の皆様の心温まるお見舞い

見ると、沿岸部の被災地の
被害は甚大で、避難所には

品が届いていたが、県には
被災地に届けるための人手

た。
この震災で思い知らされ

と励ましのお言葉、さらに
は多額の義援金には大変勇

医療を必要としている多く
の避難民がいるにもかかわ
らず、医療スタッフ、医薬
品、食料、水など何もかも

も車両も不足していたの
だ。我々は人と車の他にガ
ソリンも自前で調達しなけ
ればならなかったが、これ

たことは、地域住民無くし
て検診事業も存在し得ない
ということである。地域の
再生無くして検診事業の再

気づけられました。心より
感謝申し上げます。再建に
向けてこれから長い闘いに
なりますが、引き続き国民

が不足していた。
医薬品の卸も被災し、現
場に医薬品の供給が行え

が大変であった。緊急車両
の証明証を持っていても職
員が交代でガソリンスタン

生もあり得ないということ
である。
また、福島県では原発の

の皆様のご支援をお願い申
し上げます。

日本対がん協会賞、朝日がん対象の候補者募集
−自薦・他薦を問いません−

公益財団法人日本対がん
協会（垣添忠生会長）は４
月20日、
今年度の「日本対
がん協会賞」と「朝日がん
大賞」の候補者の募集を始
めました。自薦・他薦は問

「朝日がん大賞」は、日
本対がん協会賞の特別賞と
の位置づけで、朝日新聞社
の協力を得て2001年（平
成1 3年）に設けました。
がん予防を中心に、がんの

いません。締め切りは６月
３日
（必着）
です。奮って応
募してください。

研究や診療、医療機器の開
発などに貢献のあった個
人・団体の栄誉をたたえま

「日本対がん協会賞」は、
多年にわたって対がん運動
に功績のあった個人・団体

す。受賞者には表彰盾と副
賞100万円を贈ります。
ともに年度賞で、日本対

が対象です。対がん協会が
創立10周年を迎えた1968
年（昭和43年）に設けま

がん協会賞は個人・団体各
数件、朝日がん大賞は１件
で、
「日本対がん協会選考

した。がん検診の指導やシ
ステム開発、検診・診断活
動、患者支援、がん予防に

委員会」で選考します。受
賞者はいずれもがん征圧月
間の中核的なイベントであ

関する情報の発信、啓発な
どの分野で地道な活動を続
けてきた個人・団体を顕彰

るがん征圧全国大会で表彰
されます。
日本対がん協会賞、朝日

応募にあたっては、応募用紙を日本対がん協会のホーム
ページ（h t t p : / / w w w . j c a n c e r . j p / a r c h i v e / a s a h i
/10download.html）
からダウンロードしてください。

し、表彰盾と記念品を贈り
ます。

がん対象の推薦基準は次の
通り。

問い合わせは、日本対がん協会・日本対がん協会賞係
（電03−5218−4771）へ。

日本対がん協会賞

朝日がん大賞

⑴「多年」とは、おおむね
10年以上をいう。
⑵適正ながん知識の普及や
啓発に対する功績。

⑴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入
や団体。

⑶精度の高い各種がん検診
の普及や推進に対する

⑵将来期待できるがんの予
防法や研究を手掛けて

功績。
⑷奉仕活動や募金活動に対
する功績。
⑸がんの早期発見および治

いる個人および団体。
⑶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

療に関する調査・研
究・開発での功績。

したりしている個人や
団体。

⑹現職の協会関係者は、原
則として対象としない。

⑷現職の協会関係者は、原
則として対象としない。
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リレー・フォー・ライフ2011開幕へ
リレー・フォー・ライフ
2011が５月14、15日、茨
城・つくばでのイベントで
幕を開ける。翌週には熊
本、６月には愛知・稲沢で
ともに初の開催が計画され
ている。東日本大震災で開
催の再検討を余儀なくされ
ている地域もある。しか
し、他の地域では、被災地
のがん患者・家族の支援も
視野に入れ、「つながり」
をテーマに、準備が進めら
れている。今年は約30カ
所で開催が予定されてい
る。

被災した茨城・つくばは縮小判
熊本は「絆」のメッセージ準備
茨城・つくばでのリレー
は研究学園駅前公園で開催
される。茨城県も沿岸部を
中心に被災し、中止や延期
という意見もあった。実行
委員会が検討を重ね、予定
通りの日程で開催すること
を決めた。

ただ、内容は大きく変更
された。ウォークは５月
14日の夕方から翌５日の昼

バーたちは話す。
その２週間後の６月４、
５日には愛知・稲沢（総合

数カ所ある。
リレー・フォー・ライフ
が国内で開催されるように

前までにし、ルミナリエに
込められたさまざまな思い

陸上競技場）で開かれる。
リレー・フォー・ライフの

なって５年目。実行委には
新たなメンバーも入るよう

を一つひとつ受け止めなが
ら歩くことに主眼を置いた。
ふだんは子宮頚がん検診
啓発活動をしている筑波大

趣旨に賛同した地域の企業
家たちが呼びかけ人となっ
た。働きながら企画・運営
を進めるのは、日程の調整

になった。新旧メンバーが
知恵を出し合った中身の濃
いイベントが増えそうだ。
「リレー・フォー・ライ

学附属病院のスタッフが協
力を申し出、会場近くでミ
ニライブを開くことになり、

一つをとっても大変だが、
毎月会議を重ねるなどボラ
ンティア精神を発揮し準備

フの舞台は、あなたを待っ
ています」
この言葉を胸に、がんに

も佳境に入っている。

負けない精神で、リレー・
フォー・ライフは今年も動
き出す。

賛同の輪が広がっている。
１週間後の21、22日に
開催する熊本（白川公園）
では、
「心ひとつ 絆つむい
で」とメッセージを送る準
備を進めている。実行委員
会内の役割分担には、それ
ぞれに呼び名がつけられる
など、和気あいあいとした
雰囲気。その一つ「４人組
の秘密基地」ではメッセー
ジボードやフラッグ、交流
テント用の品々を手作り。
「あったかい思いを形にし
て全国に届けたい」とメン

全国を見わたすボラン
ティアの手作り精神
この３カ所に続いて、８
月中旬から10月上旬には
数多くの地域でリレーが計
画されている。初開催は函
館（８月27日―28日）
、京
都（９月17日―18日）
、熊
本・玉名（９月23日―24
日）
、東京・駒沢（10月15
日―16日）など。日程は
決まっていないものの秋開
催を模索する実行委員会が

〈 訂 正 〉
４月１日付「対がん
協会報第570号」８面の
被災されたがん患者支援
の振り込み口座の記事
で、「三菱UFJ銀行」とあ
るのは「三菱東京UFJ銀
行」
でした。
訂正します。
正しくは、三菱東京
UFJ銀行銀座支店「店番
号325 口座番号0059807
（ザイ）ニホンタイガン
キョウカイ」です。

リレー・フォー・ライフの新ホームページ開設 http://relayforlife.jp/
リレー・フォー・ライフ

ル」。全国実施事務局のボ

のホームページが新しくな
った（http://relayforlife.
jp/）
。日本対がん協会のホ

ランティアスタッフが分担
し、スタッフの募り方をは

ームページから独立、デザ
インや中身の模様替えをし
て４月にスタートした。対
がん協会のホームページ
（http://www.jcancer.
jp/）とリンクし、各地の
実行委員会の意向に沿いな
がら、ドメインに一体感を
もたせるような運営を図
る。

じめ、チーム作りの楽し
み、寄付集めの実践、地域
密着の方法、救護必需品、
初開催の心得などを分かり
やすく説明している。総称
して「転ばぬ先のSTICK」
は実戦に必携だ。
リレー・フォー・ライフ
の歴史や理念などのほか、
「プロジェクト未来」につ

画期的なのは、実行委員

いて、その誕生の経過をつ
づるページや、
「ヒーロー

向けの「お助けマニュア

ズ・オブ・ホープ」のペー

ジもある。
「ヒーローズ・オブ・ホ
ープ」は、リレー・フ
ォー・ライフを一生懸
命支える世界のサバイ
バーにアメリカ対がん
協会（A C S）が贈る
称号で、いま国内で授
かったのは４人。そ
の人たちを紹介する
ページも新たにでき
た。
全国に広がる仲間た
ちの素顔を紹介する
「あなたに会いたい
RFL100人の物語」も

始まり、それぞれの思いを
聞いていく。

