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主な内容

２面 放射線の基礎知識の講演 事務局長会議
３面 全国巡回がんセミナー 高知から始まる
４〜５面 奨学医レポート

公益財団法人 日本対がん協会
〒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/

８面 がん教育DVD「がんちゃんの冒険」発行
米がん専門病院での研修 希望者を募集

がんによる死亡は35万3318人
働き盛りで急増
2010年／前年より9213人の増加

がんで死亡した日本人
に死因のトップになってか
は2010年に35万3318人と、 らはずっと１位を占めてい
09年より9213人増え、初
る。２番目に多い心疾患
めて35万人を超えたこと （18万9192人）の倍近い死
が厚生労働省が６月１日付
亡数になっている。今後も
で発表した人口動態統計
増えることが確実視され、
（概数）でわかった。死亡
がん対策のさらなる拡充が
数（119万7066人）に占め
望まれる。
る割合は29.5%。男性は21
がんは高齢化につれて罹
万1322人で、女性は14万
患者が増加してきたという
1996人だった。
ものの、実際の死亡のピー
がんによる死亡は戦後ほ
クは男性が60代、女性は
ぼ一貫して増え、1981年
50代と、まだまだこれか

ら、という世代だ。
50代前半で死亡する男
性のうち、がんは30%を超
え、60代後半で45%ほど
になる。女性では30代後
半の死亡する人のうち40%
近くががんで、40代後半
では50%、50代後半では
60%近くになる。まさに働
き盛りを襲う病気、という
のが実態だ。
がん対策の拡充は、日本
の生産力にも直結する課題

としてとらえることが重要
になっている。
部位別にみると、男性で
は肺がんによる死亡が５万
369人と５万人を上回って
増加を続けている。肺がん
による死亡は女性でも急
増し、2010年は１万9409
人と、前年より861人増え
た。女性では大腸がんによ
る死亡も増え続けていて、
2010年に２万314人と初め
て２万人を超えた。

がんの主な部位別にみた死亡数（平成22年厚生労働省人口動態統計=概数）
部位
男

女

1965年

75

85

95

2005

07

08

09

10

胃

28 636

30 403

30 146

32 015

32 643

33 143

32 973

32 776

32 928

肝

5 006

6 677

13 780

22 773

23 203

22 300

22 332

21 637

21 498

肺

5 404

10 711

20 837

33 389

45 189

47 685

48 610

49 035

50 369

大腸

3 265

5 799

10 112

17 312

22 146

22 846

23 419

22 762

23 914

胃

17 749

19 454

18 756

18 061

17 668

17 454

17 187

17 241

17 185

肝

3 499

3 696

5 192

8 934

11 065

11 299

11 333

11 088

11 251

肺

2 321

4 048

7 753

12 356

16 874

17 923

18 239

18 548

19 409

乳房

1 966

3 262

4 922

7 763

10 721

11 323

11 797

11 918

12 454

子宮

6 689

6 075

4 912

4 865

5 381

5 622

5 709

5 524

5 928

大腸

3 335

5 654

8 926

13 962

18 684

19 013

19 592

19 672

20 314

がんホットライン

月〜日 午前10時〜午後6時

03−3562−7830

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。
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リスクとベネフィット

2011年7月1日

検診で放射線被ばくはあっても非常に小さい

検診のメリットの説明を 事務局長会議で中島・聖マリアンナ医大教授

「がん検診で放射線に被
ばくしてもその量は非常に
小さい。検診を受けること
のメリットをきちんと説明
することが大切」
−。日
本対がん協会はグループの
全国事務局長会議を６月
13日に東京都内で開いた。
講演した中島康雄・聖マリ
アンナ医科大学教授
（放射
線医学）
は、東京電力福島
第一原発の事故に関連し、
がん検診への影響が出ない
よう、冷静に対応すること
を訴えた＝写真。
中島教授は、放射線医学
総合研究所の
「放射線被ば
くの早見図」
を示しながら、
人間は地球上で暮らしてい
る限り、地面や宇宙から放
射線を受けていることを説
明。
「日本では年に平均1.5
ミリシーベルトを受けてい
る。世界にはもっと高い地
域もある」
と述べ、今回の
東京電力福島第一原発事故

の影響を対比した。
れたD N Aを
放射線によってがんのリ
修復する仕組
スクが高まるのは、DNA
みが備わって
を傷つけることが原因で、 いる。高い線
低い線量を長期にわたって
量の影響をそ
受けた場合にどれくらいの
のまま低線量
害が及ぶかといったことに
の長期にわた
ついて、
「確定的影響」
と
「確
る被ばくにあ
率的影響」
の違いをもとに
てはめられるかどうか、ま
話した。
確定的影響は、
一定
だはっきりした答えは出て
のしきい値を超えると起こ
いないという。
る影響で、それ以下だと起
乳がん検診のマンモグラ
こらない場合を言い、確率
フィなど、がん検診では放
的影響は、ある一定の確率
射線を使う。今回の事故の
で起こりうる場合を言う。
影響で、がん検診を避ける
現在の放射線防護の基準
傾向も出ているとされるこ
は、
ヒロシマ、
ナガサキの原
とについて、中島教授は
爆の影響を基に作られてい 「米国で乳がんの死亡率が
る。原爆で高い線量を瞬間
減少したのはマンモグラフ
的に浴びた影響の追跡デー
ィの普及と化学療法の進歩
タを解析して、国際放射線
があったから。日本での線
防護委員会
（ICRP）
が勧告
量は国際的な規制より低い
を出している。
が、リスクとベネフィット
ただ、生物は誕生以来、 の十分な説明が欠かせな
放射線の影響をずっと受け
い。とくに十分には理解で
ていて、人体にも傷つけら
きていない医療従事者への

教育が必要だ」
と話した。
事務局長会議では、厚生
労働省がん対策推進室の鈴
木健彦室長が
「日本のがん
対策」
をテーマに講演。大
腸がん検診の無料クーポン
券配布など、今年度から新
たに取り組む対策などにつ
いて説明した。
２人の講師の講演に先立
ち、東北大震災で大きな被
害を受けた岩手、宮城、福
島各県支部から、被災時の
様子や被害の状況、復旧の
進捗ぶりなどについて報告
があり、全国の支部から寄
せられた義援金へのお礼が
述べられた。

独立行政法人放射線医学総合研究所提供
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「検診受けて早期発見」
全国巡回がんセミナー
日本対がん協会の全国巡
回がんセミナー
（アフラッ
ク協賛）
が６月７日、高知
市で開かれた。今年度の第
１回目で、高知県総合保健
協会
（日本対がん協会高知
県支部）
、高知新聞社 、
R K C高知放送とともに開
催した。市民ら561人が、
専門医の講演や、元プロテ
ニスプレーヤーの杉山愛さ
んの話に耳を傾けた。
高知県総合保健協会の村
山博良理事長のあいさつに
続き、来賓あいさつに立っ
た尾﨑正直知事が日本一の
健康長寿県構想などを語っ
た。
講演では、日本対がん協
会の垣添忠生会長が
「わが

国のがん対策に占める検診
の重要性」
をテーマに、が
んとはどのような病気か、
予防と検診、診断と治療な
どを解説。さらに
「人が生
きるということ」
について、
自身患者でありまた家族を
看取った体験をもとに切々
と語った。
高知大学病院の小林道
也・がん治療センター部長
は
「究極の傷の見えない大
腸がん手術―早期発見によ
ってもたらされる体にやさ
しい手術―」
と題して講演
した。腹腔鏡を使って腫瘍
を摘出する手術の動画を放
映しながら、ロボットを使
った遠隔操作による治療な
ど、
「体にやさしい手術」
を

紹介。内視鏡手術の利点
は、傷が小さい、痛みが少
ない、回復が早い、出血と
癒着が少ないこと。早期発
見であれば、へそからだけ
でも手術ができることもあ
るなどと指摘した。ただ技
術的に難しいことが欠点だ
という。
元プロテニスプレーヤー
の杉山愛さんと小林部長に
よるトークセッションで
は、杉山さんが、がんに対
する意識を持ったのはコー
チが若くしてがんで亡くな
ったのがきっかけだったこ
とを語ったり、25歳を境
にプロテニスプレーヤーと
してモチベーションを上げ
ることに苦労したことなど
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高知

を話したりした。杉山さん
は
「いろいろな人の協力が
あり、自分と向き合って活
動することができた」
と話
した。
全国巡回がんセミナー
は、がんの情報や知識に関
して地域差をなくすととも
に、がん検診を正しい理解
を深めて早期発見・早期治
療につなげてもらおうと
2007年度に始めた。今回
が11回目。

女性の健康セミナー
家庭での健康教育の大切さを訴え
in札幌
子宮頸がんめぐり仁科亜季子さん、仁美さん母娘を囲んでトーク
日本対がん協会は、北海
れていったことなどを紹介
道対がん協会と一緒に、子
し、家庭教育の大切さを訴
宮頸がんをテーマにした市
えた。
民公開講座
「母娘
（おやこ）
まず、自治医大さいたま
で考える女性の健康セミナ
医療センターの今野良教授
ーin札幌」
を６月12日に札 （産婦人科）
が
「世界標準の
幌市内で開催した。学生や
子宮頸がん予防～日本は大
女性のグループなど約120
丈夫？」
と題して講演。欧
人が参加。俳優の仁科亜季
米では子宮頸がんによる死
子さんが自身の子宮頸がん
亡者が減っていることを示
体験から、長女の仁美さん
しながら、日本で若い女性
の健康を気遣い、検診につ
に子宮頸がんが増えている

理由について
「検診を受け
ていないから」
と指摘。原
因となるヒトパピローマウ
イルス
（HPV）
の感染防止
を目的にしたワクチンの接
種と検診の大切さをわかり
やすく説明した。
続くパネルディスカッシ
ョン
「受け継ぐいのち～母
から娘へ」
には仁科さん母
娘が登場。今野教授や、東
京で子宮頸がん啓発活動を
している女子大
生たちのグルー
プ「リボンムー
ブメント」
代表
の三ツ木あかね
さん（慶応義塾
大学３年）
も加
わって討論し
た。検診受診率
の極端に低い若
者への啓発には
「ツィッターや
パネルディスカッション「受け継ぐいのち～母から娘へ」では家庭教育の大切さも議論
フェイスブック
された＝札幌市中央区のアスティ45ビル16階ACU大研修室で

を活用しては」
という提案
が出たり、
「信頼できる友
達からのアドバイスだと
『じゃあ私も検診受けよう』
と聞き入れやすい」
などと
いった意見が交わされたり
した。
中でも、
「女性は女性ホ
ルモンの影響を大きく受け
るので産婦人科医を味方に
つけよう」
とか、
「家庭、学
校、地域を巻き込んだ教育
が大切」
といった意見には
会場の参加者もしきりにう
なずいていた。
この市民公開講座は日本
対がん協会が2009年春に
東京で開催して以来、順次
各地の支部の協力を得なが
ら開催している。仁科さん
母娘や今野教授も可能な限
り出席し、子宮頸がん征圧
活動を繰り広げている。
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奨学医レポート 消化器がんの早期診断めざす
赤羽 麻奈
（亀田総合病院附属幕張クリニック
初期研修を終えて消化器
内科領域を専門分野にしよ
うと考えた私が研修先とし
て選んだのは、愛知県がん
センター中央病院でした。
同病院は消化器がんに対す
る内視鏡的診断と治療に関
して高いレベルの技術をも
って患者さまの診療に従事
しています。
とくに内視鏡検査、超音
波検査、あるいはそれらを
合体させた超音波内視鏡検
査を駆使し、消化器がんの
早期診断や確実且つ効率的
な診断を行っています。膵
癌や胆道癌により生じる閉
塞性黄疸に対する内視鏡的
減黄術、十二指腸乳頭部腫
瘍の内視鏡的切除術、胃・
十二指腸狭窄に対する内視

鏡的ステント挿入術などの
内視鏡治療を得意としてい
ます。
私は主に上部下部消化管
領域の悪性腫瘍の診断や治
療について研修し、日中は
内視鏡検査、病棟管理を中
心に行っていました。毎日
１件１件の内視鏡検査の密
度が高く、学会指導医クラ
スの上級医からマンツーマ
ンで消化管がんの診断につ
いて指導を受けることがで
きました。この経験は、内
視鏡医として他施設で内視
鏡検査を行う上で基礎とな
る、非常に貴重な教育期間
であったと考えます。
また、同センターには、
私が在職中の間も数多くの
若手から中堅医師らが国

内・海外から研修
にいらしており、
その意欲的な研修
の様子は先輩とし
て非常に頼もしい
存 在 で し た 。ま
た、彼ら若手がん
研究者の育成に傾
けるがんセンター
スタッフの熱意にいつも感
銘を受けていました。愛知
県がんセンター中央病院消
化器内科の研究成果は日本
国内にとどまらず、諸外国
においても学会発表、論文
投稿、講演などを通じ積極
的に公表されています。私
も各種学会・研究会に参加
させていただき、消化器病
学会東海支部の地方会で発
表した演題は若手研究者奨

消化器内科）

励賞を授与することができ
ました。このように自己研
鑽意識の高いレジデントや
スタッフに囲まれ、有意義
な研修生活を送れたことは
いうまでもありません。
愛知県がんセンターでの
２年間で学んだことを活か
し、今後とも消化器がんの
早期診断の分野に携わって
いきたいと考えておりま
す。

奨学医レポート 同世代の医師たちと切磋琢磨
阿部 彰子
（がん研有明病院

2010年度日本対がん協
会の奨学医として、がん研
究会有明病院の婦人科で研
修させていただきました。
奨学医研修期間は終了いた
しましたが、現在2011年
４月よりシニアレジデント
として、研修を継続させて
頂いております。
今まで産婦人科医として
産科と婦人科の両方の診療
に携わっておりました。産
科の楽しさや厳しさを経験

し、周産期医療にも大変や
りがいを感じています。し
かし、それ以上に婦人科腫
瘍の奥深さに惹かれ、婦人
科腫瘍手術の難しさや再発
再燃例の対応の仕方など、
未熟さや無力感を感じてい
ました。そんな折、瀧澤部
長、竹島医局長の講演を拝
聴する機会があり、がん研
有明病院での研修を希望い
たしました。
全国から患者さんが来院
され、日本で一番多くの手
術を行っているがん研有明
病院は、その洗練された手
術技術、基礎データの集積
において、卓越していると
思います。すべての手術の
適応や術式の検討会を早朝
から夜遅くまでカンファレ
ンスで熱心に議論がなさ

れ、最新の知識やがん研の
治療成績をも身近に知るこ
とができます。抄読会での
論文の読み込み方一つにし
ても、自分一人では読み取
る事のできなかった様々な
見方を学ぶ事ができ、大変
貴重な経験だと感じまし
た。また、数々の臨床試験
に参加する専門病院でもあ
り、日本で、さらには世界
でどのような臨床試験が進
行しているのか、目のあた
りにすることで視野が広が
ります。
そして、同年代のレジデ
ントの先生方も多く、その
頑張っている姿に刺激を受
けています。同世代の先生
が頑張っている姿はとても
励みにもなりますし、負け
たくないとの思いがモチベ

婦人科）

ーションの持続につながっ
ています。諸先輩方や同世
代の先生に囲まれて、現在
とても楽しい充実した毎日
を過ごしています。
今後、婦人科腫瘍医を目
指す私にとって、とても貴
重な経験をさせて頂いてお
り、一つでも多くの知識や
技術を習得したいと考えて
おります。多忙な中丁寧に
指導してくださっているが
ん研有明病院の先生方、そ
してこのような貴重な機会
を与えて下さった日本対が
ん協会の皆様に、厚く御礼
申し上げます。この御恩返
しとして、少しでも患者さ
んに還元できるよう頑張る
所存です。本当に有難うご
ざいました。
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奨学医レポート 診療科の枠を超えた治療を経験
佐伯 哲
（国立病院機構長崎医療センター

医師として働き始めて
10年を過ぎ、これまで肝
疾患の分野を中心に診療・
研究に携ってきましたが、
消化器内科医としての自ら
の知識・技術を向上させる
機会と場所を探していたと
きに、愛知県がんセンター
と、消化器内科部長である
山雄健次先生に巡り会うこ
とが出来ました。
とくに、胆道・膵臓領域
の悪性疾患に対する診断・

治療技術の習得を望んでい
を、山雄先生以下スタッフ
た私にとって、消化管悪性
の先生方に一つ一つ教えを
腫瘍のみならず、胆・膵疾
受けました。特に、超音波
患の豊富な症例を有する愛
内視鏡下穿刺吸引細胞診
知県がんセンターは、理想 （EUS-FNA）
の習得を目標
的とも言える病院でした。
の一つに挙げていた私は、
上部消化管悪性腫瘍の診
全国一の症例数を誇る病院
断技術、特に内視鏡検査の
で、最新の検査がどのよう
撮影・読影は、これまで経
に行われているかを目の当
験したことの無いような数
たりにし、更に自分自身が
多くの症例を、着眼点・観
そこに僅かではありますが
察のポイントから撮影手技
参加できたことが大変良い
まで、事細かに、丁寧に指
経験になりました。
導して頂きました。
抗がん剤による化学療法
胆道・膵臓疾患について
についても、通常行われて
は、超音波内視鏡による診
いるケースから治験に至る
断技術を中心に指導してい
まで、多くの症例に関わ
ただき、また、画像読影や
り、治療戦略から合併症対
その他の検査技術・治療に
策まで教えていただきまし
ついても、これまでかなり
た。
我流に頼っていた部分や、
一患者・一症例に対し、
長年疑問に感じていた部分
内科・外科・放射線科・薬物
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肝臓内科）

治療部など、診療科の枠を
超えて多くの医師が参加
し、意見を交わしながら治
療にあたる様子を数多く見
て、そこに参加できたこと
も良い経験になりました。
現在は地元に戻り、超音
波内視鏡を初め、研修中に
学んだ様々な技術や知識を
診療に活かせるよう努力し
ています。すぐには成果が
出なくても、時間を掛け
て、自分の知識・技術に更
に磨きを掛けながら頑張り
たいと思っています。
最後に、ご指導頂いた山
雄先生はじめスタッフの先
生方、一緒に研修を行った
レジデントの先生方に深く
御礼申し上げます。

奨学医レポート カンファレンスでチームの意思を統一
髙野 祐一
（昭和大学病院 病理診断科員外助教）
私は一年間、がん研有明
病院の内視鏡診療部で研修
をさせていただきました。
具体的には週に一回、上部
内視鏡検査（胃カメラ）の
研修を行いました。また早
朝８時からの症例カンファ
レンスにも参加させていた
だきました。
症例カンファレンスでは
胃がんの方、食道がんの方
などの内視鏡の写真をみな
がら、がんはどこまで広が
っているのか・がんの深さ
はどれくらいなのかについ
て活発な議論を行いまし
た。またがんについてのみ
でなく、患者さんはその他
に糖尿病や心疾患などの病
気を持っていないか、患者
さんはどのような治療を望

んでいるのかについても必
ず話し合いが持たれまし
た。その上で内視鏡でがん
を切る治療を行うのか、外
科手術がよいのか、といっ
た治療方針を全員で決めま
した。私が大変すばらしい
と思ったのは、カンファレ
ンスを行うことにより治療
にかかわるチームが意思の
統一を図れることです。
ひとりの主治医の意見で
なく、全員が話し合った結
果として治療方針が選択さ
れるので、患者さんにとっ
ても大変有益なことだと思
います。また最終的には患
者さんの希望をとても尊重
した治療方針となってお
り、患者さんの気持ちを第
一にしている、ということ

を強く感じました。
次に内視鏡の検査につい
てです。検査は午前９時か
ら始まり、午前・午後と一
日を通して行われます。私
は胃カメラの検査を研修さ
せていただきましたが、胃
カメラは一日に約50件行
われています。
胃カメラは午前だけとい
う病院が多いと思います
が、午後まで検査枠がある
ことで、多くの検査を行う
ことができ、より多くの患
者さんのニーズに応えてい
ると感じました。また予約
のない方でも、必要に応じ
て当日に緊急で行うことも
しばしばあります。これも
内視鏡診療部の先生方の熱
心な取り組みの表れだと思

います。
一年間の研修を通して、
大変多くのことを学ばせて
いただきました。これらは
私が消化器内科の医師とし
て働いていく上で、貴重な
財産になったと感じていま
す。今後も初心を忘れず向
上していきたいと思いま
す。内視鏡診療部の先生
方、本当にありがとうござ
いました。
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患者を支える

対 が ん 協 会 報

2011年7月1日

地域連携・ボランティア組織化モデル事業報告㊤

国民の２人に１人ががんになる時代、治療を続けながら働いたり、自宅で闘病したりする人も増えている。
しかし一方で、患者を支える職場や地域の環境整備は、マンパワーも含めてまだまだ不十分で、さまざまな課
題が浮かび上がっている。こうした課題の解決策を探り、がん患者支援の枠組みを地域社会で構築しようと日
本対がん協会は2009年度から
「地域連携・ボランティア組織化モデル事業」
を始めた。医療スタッフとのかかわ
り、ボランティアの役割、人材の養成、施設のあり方、患者・家族への情報や知識の普及……２年目の2010年
度の活動を３回に分けて各地から報告する。

寺子屋方式による「在宅緩和ケアを学ぶ市民講座」の開催
特定非営利活動法人福島県緩和ケア支援ネットワーク
理事長

海野志ん子

私どもは、精神性と専門
になっています。
性の高い在宅緩和ケアチー
アンケートは、
ムとがんや難病などに罹患
以前からの設問
した患者及びその家族との
を踏襲し統計的
「橋渡し」
を主な目的とする
資料を累積して
N P O法人です。目的達成
います
（参加者の
のための活動の一つとし
負担にならない
て、福島県下の各地域の公
ようにごく簡単
民館（学習センター）
など
にしています）
。
で、在宅緩和ケアの実際を
回収率はおよそ
開発する講座を開いていま
7 5 % ほどです 。
す。私どもは
「寺子屋方式」 設問は、その１
と呼んでいますが、本法人 「自分が最期を迎
の会員が講師となり、小さ
えるのに希望す
2011年２月19日（土）、福島市吾妻学習センター
医療法人社団鈴木医院院長 鈴木信行氏
な会場で地域の皆さんと膝
る場所はどこか。
をつき合わせるようにして
その理由はどんなことか」
、 増えているのが最近の傾向
考えても無理、経済的に家
語り合いをしています。今
その２
「
（最期を迎えるとこ
です。時代の流れであろう
族に頼れない、などとなっ
年度も日本対がん協会の助
ろを
「自宅」
と答えた人に） と想像しています。
ています。
成を受け、福島県下14カ
それは実現すると思うか」
、
自宅と答えた方への
「そ
私どもは、ここに大きな
所の会場で、計6 2 5人の
その３
「
（いいえと答えた人
れは実現するか」
という設
問題が含まれていると思っ
方々のご参加をいただきま
に）
その理由はどんなこと
問には、
「はい」
が約30%、 ています。亡くなるとき
した。
か」
です。そして、医療と 「いいえ」
が70%ほどになっ
に、自分で願うところで亡
プログラムは、主催者挨
介護の関係者に望むことや
ています。自宅で亡くなり
くなることができるように
拶
（趣旨説明）
、講話、質疑
講座受講の感想も伺ってい
たいと願っても、それが実
する意志表示や環境づくり
応答、アンケートの順に、 ます。
現すると思う人は参加者の
が必要であろうと考えま
約90分ほどの時間を費や
最期を迎えるのに希望す
２割弱ほどになってしまい
す。在宅緩和ケアの意味や
しています。講話の内容
るところは、各会場とも平
ます。自宅死が実現しない
利点を啓発することで、在
は、講師により違いはあり
均して、自宅60%、ホスピ
と考える理由のうち最も数
宅緩和ケアがさらに普及す
ますが、概ね、がんによる
ス17%、介護施設
（特別養
が多いのが、世話をする人
ると信じています。これも
死の増加、緩和ケアの理
護老人ホームなど）
14%、 がいない
（核家族、老老介
また大切ながん対策である
念、在宅緩和ケアの実際
病院８%、その他１%で
護、一人暮らし、など）
で、 に違いありません。私たち
（がんの経過、準備と手続
す。自宅死を望む割合は以
家族に迷惑をかけたくな
は本法人の設立の理念を大
き、痛みの対応、成立の要
前とほぼ同じですが、病院
い、と続きます。家族に迷
切にして、今後とも地道
件、看取りの実際、遺族へ
死に代わりホスピスや介護
惑の内容は、負担がかかり
に、在宅緩和ケアの啓発の
のかかわり、など）
のよう
施設での死を望む人たちが
過ぎる、申し訳ない、どう
努力を続ける所存です。

2011年7月1日		

共に生きよう！

「共に生きる ～夢・愛・心
～」
を合言葉に、
「リレー・フ
ォー・ライフ in INAZAWA」
が６月４、５の両日、愛知
県稲沢市陸上競技場で開催
された＝写真。初のリレー
にもかかわらず、市内全世
帯に配布された広報紙で紹
介されたこともあり、受付
前から市民らが続々と集ま
り、46チーム、２千人が

対 が ん 協 会 報

参加する大
イベントに
なった。
開会式で
も、長尾秀
義実行委員
長の開会宣
言に続き 、
大野紀明・
市長、坂上国弘・市議会議
長、岡本充功・厚生労働大
臣政務官、鈴木純・県議会
議員が次々にステージに立
ってあいさつ。サバイバー
ズラップには、稲沢市のマ
スコットキャラクター
『い
なッピー』
も応援に駆けつ
け、リレーの盛り上げに一
役かっていた。
会場では千羽鶴を折った

「リレー・フォー・ライフ ジャパン2011」は今年、
全国約30カ所での開催が計画されている。すでに茨
城・つくば、熊本、愛知・稲沢の３カ所で実施され
た。夏から秋にかけて23カ所が予定され、中でも９
月には16カ所が集中している。まさに「リレー月間」
といえる。
東日本大震災で大きな被害を受けた福島、宮城で
は開催が危ぶまれたものの、実行委員会はじめ、多

り、１年後の自分に宛てた
メッセージを書いたりする
コーナーも設けられたほ
か、
パン食い競争もあり、
子
どもたちが熱中していた。
少年野球チームでの参加
や学生ボランティアも多
く、若い力が集結し賑わい
を増す。名門女子ホッケー
チームを擁する企業チーム
は大型TVで応援メッセー
ジを放映。選手たちも参加
し交流を深めた。東邦高校
吹奏楽部は幅広い年代に合
わせた選曲で、男子部員に
よる
「男サー」の踊りが会
場に笑いを提供した。
夜を迎え、ルミナリエに
灯りがともる。観覧席から
見るH O P Eの文字はとて

も感動的だった。写真をつ
けたルミナリエ、子どもた
ちが絵を描いたルミナリエ
……一つひとつのルミナリ
エに込められたさまざまな
思いが競技場いっぱいに広
がった。
翌日、
「ラスト一周！」
の
掛け声でラストウオーク！
チームフラッグを掲げ、笑
顔でゴールした。
秋に岡崎市の暮らしの杜
（J R岡崎駅東口）
で２回目
のリレーを計画している実
行委員たちもチームで参
加。
「秋には稲沢からもチー
ム参加します」
という約束
も交わされ、24時間の暑
く、熱いリレーは幕を閉じ
た。

沖縄は12月
リレー・フォー・ライフ ジャパン2011

くの関係者の熱意で開催に向けて準備が進みだし
た。全国のボランティアスタッフたちも支援の姿勢
をみせ、リレーの「絆」が一層固まった。
こんごの計画の中で、北海道・函館、東京・吉祥寺、
京都・亀岡、熊本・玉名、福井、東京・駒沢の６カ所が初
の開催になる。
これまで２回は３月に開催された沖縄は今年は12
月になった。

リレー・フォー・ライフ ジャパン2011開催計画地
北海道医療福祉大学グラウンド
函館市の高松ふれあい広場
道の駅「みたら室蘭」横
福島県桑折町福祉センター体育館
成蹊学園内庭
旧長泉高校跡グラウンド
芦屋市川西運動場・体育館
さいたま市緑区の「農業者トレーニングセンター緑の広場」
日産フィールド小机
富谷町役場前広場（未定）
八千代市総合運動公園多目的運動広場
九州大学箱崎グラウンド
暮らしの杜（ＪＲ岡崎駅東口）
亀岡野外活動センター
川越市水上公園
広島県立びんご運動公園
大分スポーツ公園「大芝生広場」
玉名市民広場
ふくい健康の森
小松島しおかぜ公園
高知市城西公園
城山公園 堀之内地区ふれあい交流広場
駒沢オリンピック公園中央広場
北谷町の陸上競技場

○は今年新たに計画された場所
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〜思いを込めた初のリレーに2千人集う〜 愛知・稲沢

夏から秋に23カ所で開催へ

いしかり
○函館
室蘭
福島
○東京・吉祥寺
静岡・長泉
芦屋
埼玉
横浜
宮城
千葉
福岡
岡崎
○京都・亀岡
埼玉・川越
広島・尾道
大分
○熊本・玉名
○福井
徳島
高知
愛媛
○東京・駒沢
沖縄

（第三種郵便物認可）

8.20（土）～21（日）
8.27（土）～28（日）
8.27（土）～28（日）
9.03（土）～ 4（日）
9.10（土）～11（日）
9.10（土）～11（日）
9.10（土）～11（日）
9.10（土）～11（日）
9.10（土）～11（日）
9.17（土）～18（日）
9.17（土）～18（日）
9.17（土）～18（日）
9.17（土）～18（日）
9.17（土）～18（日）
9.17（土）～18（日）
9.18（日）～19（月）
9.23（金）～24（土）
9.23（金）～24（土）
9.23（金）～24（土）
10.8（土）～ 9（日）
10.8（土）～ 9（日）
10.8（土）～ 9（日）
10.15（土）～16（日）
12.10（土）～11（日）
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対 が ん 協 会 報

米国のがん専門病院で研修
公益財団法人日本対がん
協会（垣添忠生会長）は６
月１日、米国テキサス大学
MDアンダーソンがんセン
ターの協力を得て実施して
いる研修プログラム「マ
イ・オンコロジー・ドリー
ム奨励賞」の今年度の募集

いる。
研修では、その患者さん
にはどういう治療法がふさ
わしいか、患者さんを中心
に様々な職種の医療者が話
し合うことの大切さや、臨
床試験計画の作り方、さら
には、医療者としてのリー

を始めた。
日本の若手医師に、全米
屈指のがん専門病院である
テキサス大学MDアンダー
ソンがんセンターで１年
間、研修を受けてもらうプ
ログラムで、一般社団法人
「オンコロジー教育推進プ
ロジェクト」
（井村裕夫理事
長）の支援を受け、同セン
ターの上野直人教授のアド
バイスに基づいて実施して

ダーシップや、患者さん・
ご家族とのコミュニケーシ
ョン、医療者同士のコミュ
ニケーションなどについて
も学ぶ。研修を受けた医師
が帰国してからも、同セン
ターで指導した医師がメン
ターとして助言・指導にあ
たる。
このプログラムは、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

2011年7月1日

今年度の希望者を募集

がん患者・家族の支援イベ
ント「リレー・フォー・ラ
イフ」に寄せられる寄付で
運営している。
「患者の希
望」を正面から受け止め、

地域のがん医療の充実を図
れる医療者に育ってほしい
という、多くの患者さんた
ちの願いが込められてい
る。

募集は１人で、
研修期間は１年間。
奨励金として100
万円を贈る。
第２回目の今年度の募集の締め切りは10月31日
（必
着）
。
来年６月から研修を開始する予定。
希望者は、
日本対がん協会のホームページ
（http://
www.jcancer.jp/）
から申請書をダウンロードして記入
し、
必要書類を添付して、
〒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係あてに郵送して下さい。
日本対がん協会内
に設けた助成審査委員会で１次選考し、
同センターで
２次選考をします。
問い合わせは、
日本対がん協会
（☎
03−5218−4771）
へ。

がん教育DVD「がんちゃんの冒険」
を発行
中学生には無償配布も（枚数限定）

公益財団法人日本対がん
協会
（会長・垣添忠生）
は、
子
どもたちに、
がんのことを
知ってもらうため、
アニメ
によるがん教育DVD
「がん
ちゃんの冒険」
を発行した。
がんの発病には生活習慣
が大きく影響している。ま
た若い世代の子宮頸がん検

診受診率が極端に
低いことに代表さ
れるように日本人
のがん検診受診率
が低い原因の一つ
として、がんに関
する教育を受けて
いないことが挙げ
られている。
こうした状況を
少しでも改善しよ
うと、日本対がん
協会は、がんから
身を守るには、子
どものときに、がんに関す
る基本的な知識を得ること
が欠かせないと考え、
「が
ん教育基金」
を設けて活動
を展開している。今回の
DVD「がんちゃんの冒険」
は、その活動の一環とし
て、中川恵一・東京大学医
学部附属病院放射線科准教

授の監修のもと、主に中学
生を対象に制作した。
「がんちゃんの冒険」
に
は、
がん細胞にみたてた
「が
んちゃん」
と、
48歳独身男
性の
「オッジさん」
が登場。
がんちゃんを肩に乗せて
街を歩くオッジさんが、多
くの人の肩にがんちゃんが
乗っているのを見て驚いた
り
（日本人の２人に１人は
がんになるの巻）
、自分の
肩に乗ったがんちゃんにタ
バコを勧められたり
（タバ

コがよくないのですよの
巻）
するなど、オッジさん
とがんちゃんの暮らしを
17編のショートストーリ
ーで描く中で、がんの基本
的な知識をわかりやすく説
明し、がん検診を受けるこ
との大切さを訴えている
（全編で20分足らず）
。
「がんちゃんの冒険」
は、
文部科学省スポーツ・青少
年局学校健康教育課の制作
協力を受け、朝日出版社が
制作した
（１万５千枚）
。

「がんちゃんの冒険」
の申込に関しては、
下記の通りです。
・中学校教員の方
１学年あたり150枚
（３学年450枚）
までは無償で提供します。
（送料は日本対がん協会が負担いたします）
・中学校への寄贈をお考えの方
（団体・企業を含む）
１枚150円
（税込）
で、
50枚以上を原則とさせていただきます。
送料、
代引き手数料は有償です。
問い合わせは、
日本対がん協会
（電話03-5218-4771）
へ。

