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地域連携・ボランティア組織化モ
デル事業報告

７面

奨学医レポート

８面

リレー・フォー・ライフの本格
シーズン始まる

朝日がん大賞に 「放射線被曝と小児甲状腺がん
に関する研究業績」
を評価
山 下 俊 一 福島県立医大副学長
対 が ん 協 会 賞 は 滋 賀 ・西 山 氏 ら ６ 氏 １ 団 体 に

日本対がん協会（垣添忠
生会長）は９月１日付で、
2011（平成23年）年度の
朝日がん大賞を山下俊一・
福島県立医科大学副学長
（長崎大学教授）に贈ると
発表した。
「放射線被曝と小
児甲状腺がんと健康リス
ク」の研究などが評価され
た。日本対がん協会賞はが
ん征圧活動に大きな功績の
あった６氏と１団体に決ま
った。両賞の受賞者は９月
２日に鹿児島市で開かれる
「がん征圧全国大会」で表
彰される（２面に受賞者の
業績、３～５面に受賞者の
紹介）
。

性ヨウ素内部被曝による小
児甲状腺がんの増加を明ら

（ 7 8歳）、元長
野県医師会消化

かにし、早期診断・早期治
療の確立につなげた。
今年３月に起きた東京電
力福島第１原発事故では福
島県民健康管理プロジェク
トに携わり低線量放射線被
曝による発がんリスクの研
究をリードする。新たな放
射線医療科学の世界拠点と
体制づくりの中心的存在と
して、その成果を世界に発
信することが期待された。
対がん協会賞個人の部に
選ばれたのは、滋賀県・西
山医院理事長の西山順三氏
（72歳）、神奈川県予防医

器検診検討委員
長の松﨑廉氏
（ 6 9歳）。それ
ぞれの地域で精
度の高い検診体
制の確立に尽力
し、地域住民の
健康に大きく貢
献したことが評
価された。
対がん協会賞
団体の部には、
群馬県の患者団
体の中心的存在として多年
にわたりがん対策運動に貢
献したひまわりの会（一柳

忠生・日本対がん協会長
（委員長）
、武藤徹一郎・が
ん研究会上席常務理事（副

山下氏は、被爆地・長崎
で放射線と甲状腺がんの治

学協会常務理事の井出研氏
（80歳）、青森県総合健診

一男会長）が選ばれた。
朝日がん大賞は日本対が

委員長）、原中勝征・日本
医師会長、佐々木常雄・東

療と研究を行ってきた。
1991年からは旧ソ連・チ
ェルノブイリ原発事故後の
現地で約20万人の学童を

センター前理事長の吉田豊
氏（81歳）
、結核予防会放
射線技師協議会顧問の赤松
曉氏（70歳）
、鹿児島県医

ん協会賞の特別賞として朝
日新聞社の協力を得て創設
され、今年で11回目。日
本対がん協会賞は44回目。

京都立駒込病院長、大内憲
明・東北大学大学院教授、
上田俊英・朝日新聞科学医
療エディター、箱島信一・

検診。そのデータから放射

師会前会長の米盛學氏

選考委員は次の通り。垣添

日本対がん協会理事長。

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。

山下俊一氏
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朝 日 が ん 大 賞
福島県立医科大学副学長（長崎大学教授）
やました しゅんいち

山下

俊一（59歳）

2011年9月1日

センター理事長に就任した
2002年以降、各種集団検診

ォーラム」を毎年実施する
など普及啓発活動を推進

の推進と、検診受診率向上
を図るために「がん征圧フ

し、最新のがん情報を県民
に向けて発信し続けてきた。

放射線技師などの育成と精度向上に貢献
結核予防会
放射線技師協議会顧問

あかまつ

赤松

あきら

曉（70歳）

被爆地・長崎で放射線と
甲状腺がんの臨床・研究に

今年７月に福島県立医科大
学副学長に就任し、３月に

1964年に診療X線技師と

携わる。
91年から旧ソ連・
チェルノブイリ原発事故後
の学童検診を現地で主導。

発生した東京電力福島第一
原発事故での低線量放射線
被曝による発がんリスクの

なり、69年からは診療放
射線技師として兵庫県下の
地域・職域検診に従事しな

に従事する診療放射線技師
などの教育や技術・精度の
向上に取り組み、厚生労働

約20万人の検診で放射性
ヨウ素内部被曝による小児
甲状腺がんの激増を科学的

評価と県民健康管理プロジ
ェクトに携わると同時に、
新たな放射線医療科学の世

がら、同県および近畿地区
の検診機関や集団検診機関
の精度向上に力を注ぐ。同

省や団体・委員会が主催す
る講習会の講師や世話役な
どを2011年４月までつと

に明らかにし、
早期発見・早
期治療の確立に尽力した。

界拠点と体制づくりの中心
的存在として期待される。

時に、全国の検診機関の肺

めた。

日本対がん協会賞受賞者
【個人の部】
滋賀県のがん対策事業推進の立役者
医療法人西山医院理事長

大津市で胃の集団検診受
診者が急増した1 9 8 3年、
同市医師会と公的４病院で
のフィルム読影のダブルチ
ェックを提唱。要精検は公
募した登録医療機関で実施
し精度向上に努め、自らも
100例を超える早期胃がん

にしやま

西山

じゅんぞう

順三（72歳）

を発見した。同市医師会長
や滋賀県医師会理事を歴
任。2008年に滋賀県がん
対策策定委員会委員長とし
て、喫煙対策や検診の充
実、がん登録推進事業を進
めるなど県内のがん対策の
中心的役割を担った。

新たな肺がん検診の普及につとめる
神奈川県予防医学協会
常務理事

い

で

井出

けん

研（80歳）

1981年、神奈川県予防
医学協会中央診療所の外科
部長として勤務、以後30
年余にわたり、肺がんの早

1976年に発足させ、年２
回の胸部X線撮影と喀痰細
胞診を肺がん検診の両輪と
して実施すると同時に、

期発見・治療に尽力、登録
検診体制を構築し肺がん検
診の普及に寄与した。

「二重読影」及び継続検診
が前提となる「比較読影」
を取り入れた肺がん検診の

とくにがん登録制は

普及につとめた。

青森県の精密検査基幹病院の充実

青森県総合健診センター
前理事長

よしだ

吉田

ゆたか

豊（81歳）

がん・胃がん・乳がん検診

検診受診者増加への積極策を推進
鹿児島県医師会前会長

がん予防の推進が県民保
健の重要課題であるとの認
識のもと、2002年、鹿児島
県医師会長に就任と同時
に、鹿児島県民総合保健セ
ンター理事長と日本対がん
協会鹿児島県支部長にも就
き、受診率向上のために、

よねもり

米盛

まなぶ

學（78歳）

離島を含めた県内各地に検
診事業を積極的に進め実績
を上げた。また、身障者対
応の胸部・胃部X線デジタ
ル検診車の導入や、ヘリカ
ルC T導入による肺がん
CT検診など新規事業にも
取り組んだ。

長野県民の胃・大腸集団検診の普及に貢献
町立辰野総合病院前院長・
元長野県医師会消化器検診検討委員長

東京都がん検診センター
で勤務した後、長野県辰野
町立辰野総合病院赴任２年
目の1974年から町独自の

まつざき

松﨑

おさむ

廉（69歳）

し、県内の胃・大腸の集団
検診の普及と検診機構の改
善や集検結果の集計分析に
尽力した。X線フィルムの

胃集団検診を開始。78年
から長野県医師会消化器検

判定に携わる県内の読影医
師と撮影する診療放射線技

診検討委員会（現消化器検
診小委員会）に32年間在任

師の指導を継続的に行い、
精度向上にも貢献した。

【団体の部】
群馬県内の中心的患者団体として貢献

ひまわりの会（会長・一柳一男）

がん集団検診によりがん
が発見され、その後社会復
帰した患者によって結成、

始、2009年には
「がんサロ
ン」を設置するなどのがん
対応事業を展開すると同時
に 、県民に検診と早期発
見・治療の大切さを啓発。
07
年には群馬大学と連携し
「群馬県がん患者団体連絡
協議会」
の設立に尽力した。

1975年に弘前大学医学
部第一内科教授に就任し、

血検査法を開発・指導し早
期発見に大きく貢献するな

発足した1980年から、
「がん
征圧街頭キャンペーン」
を毎
年実施する。
83年には会報

胃がんや大腸がん検診に尽
力。大腸がんでは免疫便潜

ど消化器がん検診の発展に
寄与した。青森県総合健診

「ひまわり」
を発行、
94年か
らは「がん電話相談」を開
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機関（ＷＨＯ）での役職経
験もあり、世界中の研究者
と豊かな人脈で結ばれる。

朝 日 が ん 大 賞
チェルノブイリで培った経験
福島復興への鐘を鳴らす

山下 俊一
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長崎生まれの被爆二世。
禁教時代の迫害に耐えて信
仰を守り抜いた先祖の血を

さん

受け継ぐクリスチャンだ。
被爆者の医療に身を捧げ
「長崎の鐘」の著作で知ら

長崎大学教授として旧ソ
連のチェルノブイリ原発事

リスク管理アドバイザーに
任命され、講演会などを通

原発事故による放射線は

故で被曝した住民への医療
協力を続け、放射線の影響
で子どもの甲状腺がんが増

して住民に放射線の健康へ
の影響を語った。
「チェルノブイリで培っ

住民の健康にどんな影響を
及ぼすのか。県民健康管理
調査のまとめ役として取り

れる永井隆博士を子どもの
ころから尊敬する。博士の
心を胸に刻んで医学の道に

えたことを明らかにした。
放射性ヨウ素を含む牛乳な
どによる内部被曝が原因だ

た20年間の経験を福島で
生かすべきだと思った」
７月に長崎大を休職して

組む。広島・長崎では原爆
から10年以上たってがん
の増加が明らかになった。

進んだ。
「福島に安心して住めな
ければ復興はかなわない。

った。
３月に福島第一原発事故
が起きた直後から福島県に
入った。県から放射線健康

福島県立医科大学の副学長
に就任。住まいを移し、住
民とともに被曝に向き合
う。

調査は次世代に引き継がれ
る息の長いものだ。高い志
を持つ人材の育成と国際協
力が欠かせない。世界保健

そのために力を尽くした
い」と語る。
朝日新聞科学医療グループ
浅井文和 編集委員

員会」の設置を提言し、胃
がんの早期発見や誤診防止
のため、市医師会と４病院
で１次検診のフィルムをダ
ブルチェックする仕組みを
整えた。精密検査は一定の
基準をクリアした登録医が
行う「大津方式」を確立。
精度が向上し、自らも登録
医として百例以上の早期胃
がんを発見した。
2008年には「県がん対

今も読影の

組みを整えた。手間も時間
もかかるが、顔を見ればそ
の人が誰か、どんな家族構
成かもわかるようになっ
た。
肺がん検診時に「胸が痛
いことがある」と訴えた会
員に検査を勧め、心筋梗塞
が見つかったこともある。
「その人を丸ごと診るよ
うな感じ。医療とは本来、
こうあるべきだと感じた」

日本対がん協会賞
個人の部
滋賀県の
がん対策事業を推進

西山 順三 さん

「まずは予防第一。そし
て早期発見・早期治療。こ
れが、がん治療の鉄則」

策推進計画策定検討委員
会」の委員長に就任。がん
患者の意見も多く採り入れ
ながら検診の充実や、緩和

その信念に基づき、胃の
集団検診のＸ線写真から、

ケア、在宅医療の推進など
を核とした計画づくりに尽

がんの部位や進行度を正確
に読み取る技術の向上など
に力を注いだ。滋賀県のが
ん対策事業の推進に常に中

力した。
昨年、長男に院長を譲っ
たが、現在も診察を続け
る。開業当初に早期がんを

心的役割を果たしてきた。
83年の老人保健法の施

見つけた患者から「先生の
おかげで長生きできる」と

行に伴い、大津市で胃がん
の集団検診の受診者が急増
すると、Ｘ線写真を見る担
当医の増員と技術向上が課

感謝されることもあるとい
う。
「なるべく早く見つけて
あげられるよう、がんばり
たい」と話した。

題となった。
市に「胃集団検診検討委

朝日新聞大津総局
三輪千尋記者

プレッシャーと闘う

井出 研 さん

肺がん検診に携わって
35年。今も年間３万件の
肺のＸ線写真を見る。
「どこにも不調がない人
の体から病気を探すのが検
診。見落としてはいけない
という重圧は何年続けても
変わらない」
横浜市立大学医学部の外
科医だった1976年、神奈
川県予防医学協会で週に１
回肺がんの検診も担当する
ようになった。
同じ頃、協会に「神奈川
から肺と胃のがんをなくす
会」ができた。会員に定期
的に検診の案内を送り、結

継続して検診を受けても
らい、前回のＸ線写真と見
比べる「比較読影」や、複
数の医師が同じ人の画像を
見て、それぞれ判断する
「二重読影」を早くから取
り入れた。
神奈川県の肺がんの検診
受診率は約20％と低調が
続く。
「体は１年たつごとに
弱みが出るもの。健康に自
信はありえない」
と訴える。

果は毎回同じ医師が伝え

設立当初からの会員と
35年来の関係が続く。
「も
うしばらく、読影のプレッ
シャーと闘っていきたい」

る。診察では普段の生活ぶ
りや体調をじっくり聞く仕

朝日新聞東京本社科学医療
グループ
宮島祐美記者
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大腸がん検診を
全国に先駆けて始めた

吉田 豊 さん

対 が ん 協 会 報

情報を県内に発信し続けた。
朝日新聞青森総局

デジタル化が進み、写真撮
影の失敗は減ったという
が、
「検診の精度向上へ極

検診精度向上に
極めることは多い

現役を続ける。
朝日新聞加古川支局
平賀正弘記者

まで、最新のがんに関する

熊田志保記者

赤松 曉 さん
弘前大医学部第一内科の
教授に就任した1975年以
降、がん検診の普及に取り

めるべきことは多い」と、

患者の満足度を踏まえ
「改革」
を意識したがん対策

米盛 學 さん

1964年に診療Ｘ線技師、
その後診療放射線技師にな
り、結核予防会兵庫県支部
で地域や職場の検診に従

2002年に県医師会長に

「症状がなくても検査す
るのが原則」。県内の自治
体や企業と協力し、がん検
診を県内に広めた。とくに
専門の大腸がん検診を75
年ごろから全国で初めて開
始した。
医局の若手医師を中心
に、公民館などで早朝から
検診をした。一度に150人
が集まった日もあった。年
間で検査したのは約６千
人。大腸がん発見が相次
ぎ、手応えを感じた。
当時の大腸がん検診で

事。当初は結核が中心だっ
たが、75年ごろから肺が
ん予防に重点が移った。
がんは早期発見がかぎ
だ。診断する医師が見落と
さないように、鮮明な画像
が要求される。県内の保健
所などが検診で写したフィ
ルムについて、ピントの正
確さや濃淡の適正さなどを
評価する業務を担当。腕を
見込まれ、全国で撮影され
たフィルムを評価する結核
予防会肺がん精度管理委員
会のメンバーも務めた。
93年から県成人病管理

なったのと同時に病気の予
防活動に力を入れる県民総
合保健センターの理事長に
就任。がん撲滅活動に本格
的に携わることになった。
「がんは早期発見、啓発
が大事。早く見つければ、
治る可能性が高い」。だか
ら、検診に力を入れた。
「患者の満足度が大切」
と考え、常に「改革」を意
識する。がんの早期発見の
ため、
「出て行く検診・啓
発」を心がけた。マンモグ
ラフィや腹部超音波などの
検診車を4 1台に増やし、

指導協議会胃がん部会委員

県内の有人離島を年に１度

として、胃がん検診のフィ
ルム評価も担当。胃がんは
造影剤を使って撮影するの
で、肺がんより技術的に難
しいという。より高度な技

は全て回る。
06年の仕事始めで「知
恵を出して一生懸命やろ
う。やる気になれば、目的
は達成する」
と呼びかけた。

術を備えた技師の養成に向
け、2001年の「胃がん検

５年間の段階的な経営再

た。
この検査法は現在も国内
はもとより海外でも採用さ

が進行する人もいる。きめ
細かなフォローが大切だ。
臨床心理士が悩みを聞い
たり、情報交換をしたりす
るがん患者サロンをセンタ
ーに設置し、鹿児島独自の
がん患者イベントも開いた。
「患者のために効率的に
やろうと言ってきただけ。
当たり前のことをしただ

柏原愛記者

ている場合が多く、患者を
助けられないこともあっ
た。早期発見の必要性を痛
感していた。

た。この不便さを解消しよ
うと、指導する第一内科の
医師が新たな検査法を見つ
け、患者の負担を減らし

検診で「がんの疑い」と
言われても通院せずにがん

け」と振り返った。
朝日新聞鹿児島総局

組んだ。当時、がんは発見
された時にはすでに進行し

は、検査の数日前から患者
が食事制限する必要があっ

2011年9月1日

先輩医師に
「しごかれた」
ノウハウの詰まったマニュアル

松﨑 廉 さん

胃・大腸がんの検診技術
を向上させ、長野県内に集
団検診を普及させてきた。
胃がん検診は、バリウム
液の配合や撮影時の体の向
きによって、Ｘ線写真の写
りが大きく左右される。胃
の内側にある「胃小区」と
呼ばれる凹凸にバリウムを
きめ細かく行き渡らせるこ
とができれば、小さながん
にも気づける。まさに、早
期発見に直結する部分だ。
30年以上、
その研究を重
ねてきた。具体的な症例を
元にノウハウの詰まったマ
ニュアルを作り、県内各地
の医師や放射線技師に広め

れている画期的な方法だ。
「がんになっても早く見
つけて、死なせない」

診認定技師制度」の設立へ
向けて奔走。乳がん検診で
も全国の技師講習会の世話

建計画をつくり、効率的・
合理的な検診を目指した。
01年度に約10万人だった
肺がん検診受診者は09年

その思いを胸に長年の診
療に携わった。同大学長を
経て、今年３月に青森県総

人を務めた。
「早期がん見落としは犯
罪的なことだ」と、後輩に

度には約15万人に、乳が
ん検診受診者は01年度の
２万４千人から09年度に

てきた。
検診の専門家になった転
機は1972年、
先輩の勧めで
辰野総合病院から設立した
ばかりの東京都がん検診セ

合健診センターを退職する

は厳しく指導する。最近は

４万８千人と倍増した。

ンターに移ったことだった。
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「先生の質、やっている
内容、全てレベルが高かっ

ルの検診を故郷・辰野で導
入したらどうなるんだろ

を発見し、手応えをつかん
だ。その成功が注目を集

ってよかった」と自宅まで
お礼を言いに来てくれたこ

た」。診療の前後、先輩医
師に命じられて２日に１回
はどこかの勉強会に参加し

う」と考えて辰野総合病院
に戻った。74年に内科医
長として町内の集団検診を

め、県医師会で集団検診の
旗振り役を担ってきた。
集団検診でがんが早期に

とがあった。
「何よりも、そ
の握ってくれた手が医師の
生きがいだと思う」

た。
「とにかくしごかれた」
翌年、
「このトップレベ

実施し、一般的な集団検診
の約10倍の早期がん患者

見つかって治療を受けた患
者が後日、
「みつけてもら

朝日新聞長野総局
成田太昭記者

日本対がん協会賞
団体の部

や朝採りのトマトなどを手
に集まった。保健師も同席
する。病気の話、身の回り

会の電話相談を利用した
ことがきっかけで入会した
幸坂頼子さんは８年前に胃
がんを摘出し、うつ状態に
なったが、
「同じ体験をし
た人に話を聞いてもらうこ
とで元気が出た。会は元気
の源です」
。
県内のがん検診の受診率
は胃がん約14％、乳がん

約27％。県の目標50％に
届かない。一柳一男会長は
「早期に発見すればがんは
怖くない。私たちの体験を
多くの人に伝え、患者や家
族が支え合える会であり続
けたい」と語る。
朝日新聞地域報道グループ
木村英昭記者

木山 靖規、鈴木 和貴、
中森 勲

おり、廣瀬 健太郎、田村
耕治、城戸 真和、石橋
美紀子、佐藤 利佳、宮
崎 正文、吉良 智美、尾
形 こずえ、富永 佳子
◇佐賀県総合保健協会 山

「笑い」忘れず、支え合い
「検診」訴え、活動30余年

ひまわりの会
月末の木曜日はがん患者
団体「ひまわりの会」の会
員が月に一度集まる日だ。
２年前に始めた「がんサロ
ン」で、手のむくみや食欲
の減退など、手術後に抱え
る不安や悩みを互いに語り
合うことで、心の負担を取
り除こうと始めた。
７月28日も、事務局が
ある前橋市の群馬県健康づ
くり財団に、会員約60人
の半数近い28人が茶菓子

のこと、世間話……部屋の
あちこちで人の輪ができ、
大きな笑いが飛び交った。
乳がんを体験した副会長
の北爪保枝さんは「この
『わっはっは』がいいんで
す。深刻になりすぎると参
ってしまう。心のケアは体
験者だからできるんです」
。
会は、集団検診でがんが
見つかり、その後社会復帰
を果たした人が1980年に
結成した。県内でのがん患
者団体の草分けだ。街頭キ
ャンペーンなどを通じて、
がん検診と早期発見の大切
さを訴えてきた。

2011年度永年勤続表彰者

（敬称略）

◇北海道対がん協会 戸澤
麻美
◇青森県総合健診センター
坂本 等、森岡 晃、石岡

安田 香代子、亀井 正
樹、矢野 哲郎、金井 里
恵、但木 惠美子、永元
玲子

◇和歌山県民総合健診セン
ター 佐田 達哉
◇鳥取県保健事業団 米本
幸寿、定本 裕明、田中

隆、高橋 憲一、小野
光文、奈良 正太郎

◇埼玉県健康づくり事業団
新井 美加

成美、宮倉 純、梶村
康博、片岡 憲一

◇岩手県対ガン協会 石田
卓也、石田 さやか
◇宮城県対がん協会 中川
知恵、手嶋 紀子、大江

◇ちば県民保健予防財団
仲岡 千津子、倉内 誉
仁、関 喜隆
◇山梨県健康管理事業団

◇広島県地域保健医療推進
機構 曽我部 耕路
◇山口県予防保健協会 藤
村 敦子、中村 篤、佐久

下﨑 久美子、中村 信夫
◇福井県健康管理協会 手
賀 大助、川田 和代
◇三重県健康管理事業セン

前川 知恵
◇高知県総合保健協会 東
耕太郎、川村 祐一、曽
我 留奈、村重 緑、今村

幸江
◇秋田県総合保健事業団

花田 寛樹、沼田 知佳
子、渡部 恵子、小野 貴
子
◇茨城県総合健診協会 仲
田 智彦、川﨑 光利、大
島 啓市
◇栃木県保健衛生事業団

若尾 千鶴
◇長野県健康づくり事業団

間 裕記子
◇徳島県総合健診センター

ター 矢野 多津雄、渡瀬
雅志、山根 法

みゆき、近澤 さえ
◇福岡県すこやか健康事業

◇京都予防医学センター

団 栗田 宏一、藤山 さ

田 尚一、平尾 信治
◇熊本県総合保健センター
立野 利信
◇大分県地域保健支援セン
ター 杉田 真一
◇宮崎県健康づくり協会
宮野 竜一、村山 亜希子
◇鹿児島県民総合保健セン
ター 田原 大慎、長瀬
大輔
◇沖縄県総合保健協会 田
里 光也、金城 良次、屋

宜 まゆみ、赤嶺 博子、
上原 直美
（27支部 82人）
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花・緑とのふれあい介し在宅ケア担い手掘り起こし
特定非営利活動法人HOPEプロジェクト理事長

１．経 緯
HOPEプロジェクトは、
小児がんや働き盛りのがん
経験者、家族を主な対象
に、日本での「キャンサ
ー・サバイバーシップの普
及」を目指して2005年に
発足。06年からNPO法人
として様々な活動を展開し
ています。
きっかけとなった活動が
｢ボタニカル・キッズ・ク
ラブ｣です。
長く公園緑地行政に身を
置いてきた私ががんを患っ
て、こんな疑問を抱きまし
た。
｢健康な子どものための
活動は企画されているの
に、なぜ、100％ではない
人のためにはないのだろう
か｣
米国では、植物園などを
拠点にした園芸活動が、老
人福祉施設や病院、刑務所
などに広く展開されていま
す。
これを見習い、財団法人
がんの子供を守る会の協力
で、がん経験者、家族、市
民を対象に、国営昭和記念
公園（東京都立川市）で月
１回の活動を続けています

（主催は当会と公団事務
所）
。

２．背 景
２年前に母が全身の機能
低下で亡くなりました。最
期まで、自分のことより、
がんを患った娘のことを心
配していました。母が倒れ
てから亡くなるまで約10
カ月、家族は混乱しまし
た。ただみんなが｢病院に
いれば治る｣と信じ切って
いました。
でも亡くなってから、家
族全員が後悔をしました。
｢なぜ家に連れて帰らな
かったのか？｣
当時は｢在宅ケア｣の知
識もなく、考える余裕すら
ありませんでした。情報も
得られません。それが現状
なのだと知ったのは、その
後でした。
人には必ずいつか生を終
える時がやってきます。家
族の間で、死んだ後の議論
はしていても、死にいたる
までの議論はしていません
でした。
｢在宅ケア｣のイメージ
を変え、
裾野を広げ、
垣根を
低くしたい。そんな想いを
強く持つようになりました。

桜井なおみ

立川市での活
動から５年目。
もっと地元に密
着し、市民レベ
ルでがん啓発や
担い手づくりを
行いたい。地域
の人的、施設的
なネットワークを、
公園で
の「遊び」
を通じて広げ、
つ
ないでいくことも、私たち
にできることではないか。
何ができるか考えていたと
き、偶然、立川在宅ケアク
リニックの山村健一さんと
出会いました。
「できるこ
と」
が見つかったのです。

３．目 的
活動では、参加者が育て
た花やメッセージカード、
ラッピングなどを組合わ
せ、人のために活動するこ
とを目的としました。
「小さな花の贈りもの」
を
媒介に、患者・家族を孤立
させないよう、立川市・昭
島市に点在している在宅ケ
アグループや療養支援診療
所、擁護施設などの組織間
の連携づくりに貢献してい
こうと考えています＝概念
図を参照。

４．活動内容
２月11日にNPO法人ブ
ーゲンビリアの内田絵子さ
んと山村さんを招き、入門
編として立川市の在宅ケア
の現状や問題点を考える勉

自分の作品の説明会、笑顔が自然にこぼれます

強会を開きました。
小さなクラフト教室も開
き、在宅で楽しめるフラワ

ーポットを参加者の思いを
込めて２個ずつ作りまし
た。
「一つは頑張った自分の
ため、もう一つは、いま頑
張っている友人のため」
「二
つとも、頑張ってきた子ど
もと兄弟のため」
……こぼ
れる言葉にこの活動の大切
さを再確認しました。
今後は公園利用者も交
え、みんなで楽しく。そし
て、その延長線としての病
気や看取りを知っていただ
ければと思います。

５．今 後
東日本震災が起き、今こ
そ心のケアが必要だと痛感
し、被災地への支援活動を
行っています。
「サカタのタネ」の協賛
で、仙台へヒマワリの種を
１千袋、福島と仙台に花の
苗をそれぞれ240ポットず
つ、避難児童の受けいれに
積極的な千葉県内の小中学
校へ球根を４千球近く届け
ました。
花は人の心を癒してくれ
ます。
花と緑を媒介に、人と
人、人の心をつなぎ、在宅
ケアの普及に努めていく所
存です。応援、よろしくお
願いします！

2011年9月1日		
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奨学医レポート 検診に携わる姿勢の丁寧さに驚き
佐藤邦彦（山本組合総合病院＝秋田県）
今年１月から３カ月間、
日本対がん協会の奨学医と

食道・胃内視鏡、大腸内視
鏡、腹部超音波が日々行わ

断層撮影コロノグラフィ）
という、最新鋭の大腸検査

して、国立がん研究センタ
ーで研修する機会をいただ
いた。胃がん、子宮がん、

れていた。Ｘ線による胃や
大腸の検査も実施されてい
たとはいえ、検診としての

装置を見せてもらったのは
大きな収穫だった。早期の
大腸がんを見つけるには大

肺がん、大腸がん、乳がん
の集団検診普及のため専門
医師を育成するという奨学

有効性が現段階では証明さ
れていなくても、がんの早
期発見のためには内視鏡検

腸内視鏡検査が最も感度の
高い方法だが、検査を受け
る人の負担が大きい。この

医制度の趣旨に沿って、消
化器内科医として消化器が
ん検診を学んだ。

査が推奨されているとのこ
とだった。
まず、携わる方々の姿勢

新しい方法は精度が高いう
えに負担が少ないという利
点があり、普及するのでは

のことを学べたのに加え、
医師として働いてきた視点

同センターには、がん予
防・検診研究センターが開
設され、新たながん検診手
法の開発、がんを含め生活

の丁寧さに驚かされた。私
自身も、内視鏡や腹部超音
波などの検査を患者さんに
行っているが、無症状の人

ないかと思う。
そんな最新機器が導入さ
れて間もない時に研修を受
けられたことは幸いだった

までも変えることができ、
とても意味のある充実した
日々だった。がん予防・検
診研究センター長の森山紀

習慣病予防対策、さらに、
がん発症にかかわる様々な
要因の研究などが進められ
ている。研修の主な場所
は、このがん予防・検診研
究センターだった。
消化器領域の検査では、

を対象とする検診という業
務ではその姿勢はなおさら
大切であり、取り組み方は
見習わなければいけないと
感じた。
また今回、CT colono
graphy（コンピューター

し、関係者の方々が精度を
上げようと努力している姿
にとても感銘を受けた。
この３カ月、東日本大震
災という非常事態にも見舞
われたが、検診という業務
に関することだけでも多く

之先生、研修を担当してい
ただいた飯沼元先生、スタ
ッフの方々に心から感謝す
るとともに、この機会を与
えていただいた日本対がん
協会にこの場を借りて厚く
御礼を申し上げます。

もっと検診、受診を
奨学医レポート 発病年齢の低い子宮頸がん。
水野吉章（近畿大学医学部産科婦人科学教室）
研修を始めたときは、検
診時の細胞採取もままなら
ず、診察にも自信がありま

が見つかったこともありま
した。
がん検診を受診される方

チンが登場しました。若年
者の間では積極的に接種が
行われており、将来的に子

せんでしたが、今では多く
の症例を経験し、細胞診断

の多くは高齢者で、若年者
の受診率はあまり高くない

宮頸がんが減少することが
期待されます。

についても研修を始めてい
ます。
自ら病院や診療所を訪れ
る患者さんは、不正性器出

印象があります。仕事や育
児、家事に忙しいのでしょ
うか、婦人科を受診するこ
とに抵抗感を抱かれるので

しかし、ワクチンで100
％、子宮頸がんが予防でき
るというわけではありませ
ん。検診を受けることは欠

2010年３月から近畿大
学医学部産婦人科学教室に
おきまして、子宮頸がん・

血などの訴えがある場合が
多いのですが、自治体や企
業による集団検診を受ける

しょうか。
子宮頸がんは発病年齢が
低いがんです。検診によっ

かせません。
最後になりましたが、こ
の度の研修を支援していた

子宮体がん検診をはじめ、
婦人科悪性腫瘍の手術・化
学療法・外来診療などの研

方のほとんどは自覚症状が
ない方です。
でも、症状がなくても、

て、早期はもとより、がん
になる前の状態で見つける
ことができます。もっと多

だきました日本対がん協
会、ご指導をいただきまし
た先生方にこの場を借りて

修を行っています。また他
の医療機関での健康診断や
人間ドックなどでも、子宮

検診を受けて異常を指摘さ
れるケースが少なくありま
せん。健康診断で卵巣や子

くの方に検診を受けていた
だきたいと思います。
近年、子宮頸がんの予防

お礼を申し上げます。患者
さんにより良い医療を提供
できるよう、さらに研鑽に

頸がん・子宮体がん検診に
も従事しています。

宮が腫れていると指摘さ
れ、詳しく調べて悪性腫瘍

を目的としたHPV（ヒト
パピローマウイルス）ワク

励みたいと存じます。あり
がとうございました。
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対 が ん 協 会 報

2011年9月1日

北海道・石狩でリレー・フォー・ライフ
本格シーズンがスタート
「リレー･フォー･ライフ
2011 in いしかり」が８月
20～21日に北海道医療大
学グラウンド（当別町）で
開催された＝写真。20日

砂を重しにして無事点灯。
「HOPE」の文字が美しく
描かれた。
21日には北海道対がん
協会の検診車も来て、14

朝に竜巻注意報が発令さ

名の方が受診し、21,000円

れ、雷雨に見舞われたが、
開会式が近づくころには晴
天に。同大学の支援と、ボ
ランティアの学生たちの協
力の中、サバイバーたちが

参加者も150人と昨年を50
人上回った。
「小さなところ
から少しずつ、無理をしな
いでだんだん大きくなるの

初は戸惑いもあったが、会
場で新しい出会いもあり、
いろいろなお話を聞き、自
分の話にも耳を傾けてもら

が実行委員会へ寄付され
た。
「全国一小さなリレー」
いしかりは８月下旬から
10月にかけて本格シーズ

気持ちよく、大地を踏みし
めてラップを重ねた。

がいい」という実行委員の
思いが実りつつある。

え、楽しく過ごせました」
と話していた。

ンを迎えるリレーの幕開け
にふさわしく、全員で作り

参加チームは昨年より４
チーム増えて９チームに。

罹患者数も情報も少ない
がんを患う男性も参加。
「最

ルミナリエは強風で点灯
が危ぶまれたものの、石や

上げる気持ちのこもった温
かいイベントとなった。

ヒーローズ・オブ・ホープ（希望のヒーロー）に
芦屋の 山田さんら４人 が 認 定される
がんと闘いながらリレー・フォー・ライフ（RFL） 克枝・大分副実行委員長で、アメリカ対がん協会
で活躍するサバイバーを顕彰する「インターナショナ （ACS）から日本対がん協会に８月、連絡が入った。
ル・ヒーローズ・オブ・ホープ2011－2012」に、日本
ヒーローズ・オブ・ホープは国際リレー・フォー・ラ
から４人が認定された。大菅善章・岡崎実行委員長、大
イフのプログラムで、昨年も日本から４人が認定されて
菅年美・同実行委員、山田啓蔵・関西実行委員長、山本
いる。

大菅 年美 さん

大菅 善章 さん

山田 啓蔵 さん

山本 克枝 さん

夫婦で受賞し、とても光

がんになって辛い事もあ

RFL芦屋のメンバーがヒ

続けて結婚した２人の子

栄です。乳がんの告知を受
け、自分なりに考えて食生

りましたが、それ以上にた
くさんのものをもらいまし

ーローです。余命１年の宣
告を受けて５年。生きてい

どもが「母が元気になっ
た。R F Lが我が家の絆」

活の改善を始めたところ、
頭痛、冷え症などに悩まさ
れていた体が健康を取り戻
していきました。不妊治療

た。特に「仲間」と「子ど
も」。それに地元「岡崎」
がとっても好きになれた。
R F L開催に向け、走り回

ることが不思議でなりませ
ん。友人に誘われて参加し
たRFLで、私より厳しい状
況の皆さんの一生懸命な姿

と言ってくれ、胸が熱くな
りました。乳がん治療の副
作用などで心が晴れなかっ
たときに出会ったのが

でも子どもを授かることが
できました。早期の乳がん

る我々を地元の方々が温か
く迎えてくれました。キー

に接し、私も頑張れるとい
う勇気がわきました。普段、

RFLです。
「私はサバイバ
ー」と笑顔で力強く語る人

で、早い発見がポイントで
した。検診の受診、食生活
の見直しを伝え、がんにな
りながら出産を願う人の力

ワードは可能性への「チャ
レンジ」とがんが軽くすん
だ「早期発見」。受賞は我
が家の希望の「康暉」と地

話す機会も少なく、不安な
日々を過ごす方も少なくな
いでしょう。少しでも皆さ
んに勇気を与えられたらと

たちの映像を見て感動で涙
が止まりませんでした。
R F Lに出会い、皆様のお
陰で賞をいただき心から感

になりたいと思います。

元「岡崎」に贈ります。

思います。

謝しています。

