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主な内容

２面 仁科亜季子さん記念講演
３面 ピアサポーター研修プログラム作り

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/

４、５面 がん検診無料クーポン効果あり
６、７面 リレーフォー・ライフ ピークに

官民がっちり手を組みがん征圧へ
2011年度がん征圧全国大会 鹿児島市で開催

2 0 1 1年度の「がん征圧
全国大会」
が９月２日、鹿
児島市の宝山ホール
（鹿児
島県文化センター）
で開催
された＝写真。テーマは、
「がん征圧の思い つなげ
よう薩摩から」
。３月の東
日本大震災から半年、被災
した人たちへの支援と連
帯の気持ちが強く込めら
れた。参加した1700人は、
被災地の復興を願いなが
ら、がん征圧を誓った。
がん征圧全国大会は、が
ん征圧月間
（９月）
の中核イ
ベントで、今年度は公益財
団法人日本対がん協会と財
団法人鹿児島県民総合保健
センター
（日本対がん協会
鹿児島県支部）
が主催。厚
生労働省、日本医師会、鹿
児島県、鹿児島市、鹿児島
県医師会が後援した。
大会実行委員長の瀬戸山
史郎・同センター参与の開
会宣言に続いて池田琢哉・
同センター理事長が
「今大

会のテーマには、がん征圧
の思いを、近代日本誕生の
礎となったここ薩摩から発
信しようという願いが込
められている」
とあいさつ。
日本対がん協会の垣添忠生
会長が
「民間の自由な立場
からの取り組みと、国の政
策ががっちり手を組むこと
で血の通ったがん対策が進
む」
と述べた。
れた６氏・１団体に、垣添
厚生労働省の外山千也健
会長から表彰状が贈られ、
康局長の祝辞を、鷲見学が
朝日がん大賞に選ばれた山
ん対策推進室長が代読。原
下俊一・福島県立医科大学
中勝征・日本医師会長の祝
副学長には粕谷卓志・朝日
辞を、保坂シゲリ同常任理
新聞社取締役社長室長から
事が読み上げた。伊藤祐一
表彰状と副賞が贈られた。
郎・鹿児島県知事は、がん
受賞者を代表して山下氏が
粒子線治療研究センターを 「長崎やチェルノブイリで
紹介しながら
「民間のがん
仕事をしてきた仲間たち、
対策推進運動の母体として
放射線と発がんという分野
期待している」
と話し、森
に贈られた賞だと自覚して
博幸・鹿児島市長が
「大会を
います。正しい情報を発信
機にがん征圧への取り組み
しながらがん征圧に取り組
をこれまで以上に力強く進
みたい」
と受賞の言葉を述
めたい」
と語った。
べた。
日本対がん協会賞に選ば
今年度のがん征圧スロー

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。

ガン
「健やかな 未来のた
めに がん検診」
をつくっ
た市田直美さん
（山形県結
核成人病予防協会）
と、
河原
﨑清栄さん
（長野県健康づ
くり事業団）
に賞状が贈ら
れ、支部や提携団体の永年
勤続者を代表して、田原大
慎さん
（鹿児島県民総合保
健センター）
が表彰された。
式典に続いて俳優の仁科
亜季子さんが
「元気な明日
のために～がんに負けない
～」
と題して記念講演。自
身の子宮頸がん体験をもと
に、がん予防の大切さを訴
えた。
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記念講演 「元気な明日のために～がんに負けない～」

皆様こんにちは。仁科亜
季子です。がん征圧全国大
会にお招きいただき、あり
がとうございます。
人間には思いもよらない
出来事が起こることがあり
ます。嬉しいこと、幸せな
こと、びっくりすること、
悔やむこと、不幸なこと。
その人に起こる最大の不幸
は病気ではないでしょう
か。私の場合もまさにそう
でした。
38歳のときに子宮頸が
んを発病いたしました。
台湾においしい中華料理
を食べに行った折、私だけ
あたってしまいました。育
児や家事に追われ、子宮頸
がん検診の案内をいただい
ても、
「来月でもいいか」
と
いう感じで受診していませ
んでした。
食あたりで受診した内科
の医師に
「（下の子の）
仁美
ちゃんが生まれてから検診
してないじゃない？」
と言
われ、受けたのです。
結果は……先生は
「率直
に申し上げます。子宮頸が
んです」
。
映画のワンシーンを見る
ように、がんイコール死と
いうのが頭をよぎり、６歳
と８歳の子どもたちを残し
て死んじゃうのかなと大変
恐ろしく感じました。２週
間後の６月４日に入院日が

決められました。
入院してすぐ抗がん剤の
治療でした。鼠蹊部から抗
がん剤が流し込まれる瞬間
はすさまじい衝撃でした。
まるで熱湯をおなかの中で
ひっくり返されるようなシ
ョックと、工事中のドリル
をおなか中でガガガッとや
られているような衝撃で
す。数分おきに襲ってくる
吐き気に悩まされながら１
カ月闘いました。けれども
効かず、７月にもう一回、
抗がん剤をブレンドし直し
て治療しました。
２回目は的中しました
が、白血球が一旦下がり、
吐き気が治まったころに脱
毛が始まりました。かき上
げただけで手のひらが真っ
黒になってしまう。３日間
でつるつるになりました。
ちょっとパニックになり、
幼なじみのピーターさんに
電話をして、カツラを持っ
てきていただいたのです。
８月に体力の回復を見計
らって子宮と卵巣とリンパ
節を取る大きな手術をし、
９月に放射線治療、10月
初めに退院しました。
入院中は早く出たいと思
いながらも、医師、看護師
の皆様に見守られて安心し
ていられた時期でした。退
院後は再発・転移の恐怖、
不安、孤独感。ちょっと苦
しい時期もありました。
それに後遺症です。手術
後４日目ぐらいから更年期
障害のような症状が出まし
た。夏の真っ盛りなのにガ
タガタ震え、電気毛布まで
入れなければいけない。か
と思うと、パジャマがびし
ょびしょになるぐらいに汗

2011年10月1日

俳優

をかいたこともあります。
ホルモン補充療法で改善し
たのですが、今でもパッチ
を１日おきに皮膚に張った
りしております。
それにリンパ浮腫、足の
むくみです。リンパ節を取
ったのでリンパの流れが滞
りました。今でも右と左の
足の太さが２センチぐらい
違うんですけれど、手術後
は自分のつま先が見えない
くらいの太ももになってし
まいました。マッサージを
したり、弾性ストッキング
をはいたり、ケアを怠るこ
とはできません。
腸壁がむくんで腸が細く
なっていたり、通過状況が
悪くなったりして腸閉塞、
急性腸炎、菌血症とかで１
週間ぐらいの入院を繰り返
してきました。
排尿障害もあります。女
性として本当に切なくて、
自分の身に何が起こったの
か最初は受け入れられなく
て大変悲しかった。今は随
分なれて、１時間半置きに
トイレに行くようにしてお
ります。
こういうお話をさせてい
ただくのも、ぜひ検診を受
けていただきたいからで
す。私が勉強した範囲でお
話ししますと、不正出血が
あった場合、かなり進行し
ていて、手術は手遅れ、と
言っていいほどの状況にな
っているかも知れません。
子宮頸がん検診は、がん
になる手前の段階で発見で
きます。ACのコマーシャ
ルを見ていただいたと同じ
ように、ぜひ今日は私の話
を聞いて子宮頸がんの検診
の大切さを覚えていただ

仁科亜季子さん
き、帰ってご家族、お友達
に話していただけたらなと
思います。
2009年12月に、神様か
らのクリスマスプレゼント
かな、というような子宮頸
がんの予防ワクチンが発売
されました。子宮頸がんは
原因のほとんどがヒトパピ
ローマウイルス
（HPV）
と
いうウイルスです。その感
染を防ぐ目的で開発され、
子宮頸がんの70％以上の
予防が期待できる、画期的
なワクチンです。ぜひ皆様
も受けていただきたい。
自費ですと５万円ぐらい
かかる。私は昨年、４万人
以上の署名を持って公費助
成を求めまして厚労省にも
足を運びました。そのかい
あってというか、公費助成
をしていただき、今年度は
小６から高１までの、最大
４学年の女子は無料で接種
できるということです。
20代、30代に子宮頸が
んがとても多くなっていま
す。妊産婦検診で子宮頸が
んが分かることも少なくな
いと聞いています。せっか
く赤ちゃんが宿ったのに子
宮ごと摘出しなければいけ
ない。そんなことはもう、
防がなければなりません。
私は五つの気をモットー
にしています。元気。陽
気。強気。それにやる気。
最後は勇気。自分で選択し
た道は、勇気を持って強気
で進んでいきたい。反省は
するけれども後悔はしない
という人生を送っていきた
い。子宮頸がんに関しては
ワクチンと検診です。皆様
から発信していただけるこ
とを願ってやみません。
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ピアサポート充実めざし研修プログラム作り始まる
がん総合相談研修プログラム策定委員会第１回開催

がん患者や家族からの
相談に適切にこたえられ
るピアサポーターを育て
よう− 日本対がん協会
は、その研修プログラム作
りを始めた。厚生労働省か
らの委託事業で、８月30
日に第１回目の委員会を開
催し、方向性を論議した。
10月に開催するシンポジ
ウムを踏まえ、今年度内に
プログラムをまとめる。
この取り組みは、
「がん
総合相談に携わる者に対す

る研修プログラム
策定事業」
。
がん患者や家族
からの相談に、が
ん体験者（サバイ
バー）
やその家族
らが、同じ立場で
こたえるピアサポートの拡
充が求められている。厚労
省は、こうした声にこたえ
るため、相談への対応方法
など、基本的な知識が習得
できる研修プログラムを作
ることを目的に、この事業
を計画した。
東京・丸の内で開かれた
第１回目のがん総合相談研
修プログラム策定委員会＝
写真＝には、天野慎介委員
長はじめ、がん患者団体の
代表やがん体験者
（サバイ

バー）
、医療関係者ら６人
の委員が出席。ピアサポー
トの内容などをめぐって２
時間半にわたって議論し
た。委員会には日本対がん
協会の垣添忠生会長も出席
した。
今後、桜井なおみ委員が
部会長を務める作業部会で
具体的な内容を検討する。
◇
策定委員会では、全国の
患者団体や医療従事者が、
がん相談に関する思いや要
望を語り、よりよい相談プ
ログラムに発展させるた
め、シンポジウム
「がんの
ピアサポートってなに？」
を10月23日午後１時から、
東京都中央区築地の国際研
究交流会館で開催する。ま

被災したがん患者の方々にケア用品 11月に募集

One Worldプロジェクト

東日本大震災で被災したがん患者たちにウイッグやケア帽子などを届
けよう−がん体験者や医療従事者らが日本対がん協会と一緒に行う
「One Worldプロジェクト」
の、支援物資の募集が11月７日から始まる。
被災者の中には、がん闘病中の患者も少なくない。しかし、自宅が壊
れたり、津波で流されたりして、ウイッグをはじめケア用品を失くした
人も多い。このプロジェクトでは、全国からケア用品を募集し、東北各
地の20カ所の医療機関を通じて困難に直面している患者たちに届ける。
募集するのは、医療用ウイッグ▽帽子用の付け毛、内帽子▽ウイッグ
用のケア用品
（ブラシ、シャンプーなど）
▽ケア帽子
（手づくりを含む新
品か洗濯済みのもの）
など。募集期間は、11月７～11日
（必着）
。
送付先は、〒100-0006東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン
13階 公益財団法人日本対がん協会内 One Worldプロジェクトあて。
このプロジェクトは今年４月に乳がん体験者ら有志６人によって始ま
った。これまで２回の募集で全国のがん患者やサバイバーの人たちから
6000点以上のウイッグなどが寄せられ、被災地に届けている。日本対が
ん協会もともに活動し、弾性ストッキングや下着などを購入して一緒に
贈っている。
プロジェクトの活動内容、送付に際しての注意事項は、One World
プロジェクトブログ
（http://oneworldpro.jugem.jp/）
へ。
問い合わせは、日本対がん協会（03-5218-4771）へ。

た大阪府立成人病センター
本館６階講堂
（大阪市東成
区）
からもテレビ中継で議
論に参加する。
シンポジウムでは、桜
井委員が
「がん相談の現状、
ピアサポートはなぜ必要
か」
と題し、国立がん研究
センター東病院の小川朝
生・精神腫瘍学開発部室長
が
「医療者による相談とが
ん経験者による相談」
と題
してそれぞれ講演。模擬相
談も行う予定で、パネリス
トらが意見を交わす。
定員は東京が180人、大
阪は 1 2 0 人（ ともに先着
順）
。問い合わせは、日本
対がん協会がん総合相談
研修プログラム策定室
（☎
03-5218-6051）
へ。

池谷直子さんがCDデビュー

1枚で100円対がん協会などに寄付
モデル、俳優として活躍してきた池谷直
子
（いけや・なおこ）
さんが、デビューシン
グル
「神よ 何てお礼を言えばいいのか分
からない」
＝写真＝を発売した。
池谷さんは2009年４月に難病と言われ
る
「平滑筋肉腫」
を発症。翌2010年から日
本対がん協会が各地の実行委員会とともに
主催するイベント
「リレー・フォー・ライフ
（RFL）
」
に出演して、がん患者支援の活動
を積極的に展開している。
今回のシングルは花岡優平さんの作詞・
作曲で、一枚1400円、CD一枚に付きがん
征圧のために日本対がん協会に100円、肉
腫治療研究のために国立がん研究センター
に100円が寄付されることになっている。
購入先は
「バン
ド倉庫ARTIST
SHOP」
、問合
せは、オフィス
ナオコ（☎090－
5994－4604）
へ。
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乳 が ん
子宮頸がん
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検 診 無 料クーポン券の効 果 持 続

2010年度 日本対がん協会調査

子宮頸がん検診の受診者は若い層でなお増加
乳がんと子宮頸がんの検診に導入された無料クーポン券の効果は2010年度も持続していることが、

日本対がん協会の調査でわかった。導入された2009年度の受診者は前年度の1.8倍（乳がん）、2.6倍
（子宮頸がん）と大幅に伸びた。2010年度の受診者は乳がんでは2009年度並みで、子宮頸がんはさらに
２割近く増えた。とくに若い女性で顕著で、検診手帳とともに個人あてに届いたクーポン券で子宮頸が
ん検診のことを知った人たちが受診に動くという「教育効果」が現れているとみられる。

この調査は、
「がん検診
の受診者数とクーポン券の
効果（乳がん・子宮頸がん
検診）に関するアンケー
ト」
。
2009年度に乳がんと子
宮頸がんを対象に導入され

た検診手帳と無料クーポン
券の効果が2010年度にど
う変化したのかを把握する
目的で全国の日本対がん協
会グループの支部・関係団
体の協力を得て今年６月に
実施した（回答は41）
。

検診を受託した自治体数
に年度ごとの違いがあると
受診者数の比較ができない
ため、2008年度から2010
年度までの３年間連続して
受託した自治体における乳
がんと子宮頸がん検診の受

クーポン券対象者の受診はほぼ横ばい
全 体 の 受 診 者数は微減
乳がん検診

乳がん検診の受診者数
（回答は34支部）
の推移を
みると、2 0 0 8 年度 5 9 万
6679人、2009年度73万831
人、2010年度71万9502人
だった。2008年度を１と
した指数でみると、2009
年度は1.23で、2010年度が
1.21。受診者数は微減傾向

にあるとはいえ、2008年
度との比較でみると、無料
クーポン券効果は維持され
ていると考えられる。
無料クーポン券の対象年
齢
（40歳から５歳刻みで60
歳まで）
でみると、2008年
度の７万5514人から2009
年度に13万7832人に増え、

2008年の受診者数を「1」としたときの「総受診者数」と「クー
ポン券対象者数」の増加率（n=34）

2010年度は13万8978人。
2 0 0 8年度を１とすると、
2009年度は1.83で2010年
度は1.84と
「無料クーポン
券効果」
は持続していた。
この傾向は、初回受診
者ではより顕著に出てい
た（回答は24支部）
。全体
の受診者数は2008年度の

診者数を尋ねた。同様のア
ンケートは2010年にも実
施したが、受託自治体が異
なっている可能性があり、
単純に比較することはでき
ない。

７万2913人から2009年度
には11万4317人、2010年
度は11万521人。2008年
度を１とするとそれぞれ
1.57、1.52となっていた。
これが無料クーポン券
の対象年齢では2008年度
が２万3678人、2009年度
５万9 7 9 3人、2 0 1 0年度
が５万7169人。2008年度
を１とすると、それぞれ
2.53、2.41で、初回受診者
での効果が高かった。

2008年の初回受診者数を「1」としたときの「総受診者数」と
「クーポン券対象者数」の増加率（n=24）
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若年層での受診者の伸びが顕著
全 体 の 受 診者も増加
子 宮 頸 が ん検診
子宮頸がん検診では、
2008年度に76万5660人だ
った受診者が2009年度に
は88万3960人、2010年度
は89万5380人。2008年度
を１とすると、それぞれ
1.15、1.17で、増加幅は鈍
ったとはいえ、増加傾向は
続いていた。それが無料ク
ーポン券の対象年齢
（20歳
から５歳刻みで40歳まで）
では2008年度の３万
6332人が2009年度に
９万5617人、2010年
度は11万3162人で、
2008年度を１とする
指数でみると、それ
ぞれ2.63、3.11だっ
た。
初回受診者の推移
をみると、増加ぶり
は乳がんより顕著だ
った。全体では2008
年度が６万2214人で、
2009年度は10万9231
人に増え、2010年度
も11万7079人と増加
傾向が続いていた。

考察

無料クーポン券の対象
年齢に限ると、2008年度
の１万5934人から2009年
度は５万7233人に、2010
年度はさらに増えて６万
7712人になった。2008年
度を１とすると、それぞ
れ3.59、4.25だった。中で
も20歳は2008年度の452人
が2009年度には4836人と
10.7倍になり、さらに2010

年度は6768人で2009年度
の1.4倍になっていた。
20歳はもともと受診者
数が極端に少ないので、少
しでも増えると伸び率が高
く出るとはいえ、今回の政
策があったからこそ、受診
者が増えたのは確実だ。
日本の若い世代の子宮頸

（5）

がん検診受診者が極端に少
ないのは、20歳から子宮
頸がん検診を受けることが
勧められているということ
を知らないのが一因になっ
ているとみられる。今回の
政策で、検診手帳と無料ク
ーポン券が個別に配布さ
れ、
「知らない層」
が、子宮
頸がんのこと、子宮頸がん
検診のことを
「知った層」
に
なり、受診行動に結びつい
た、と考えられる。

2008年の受診者数を「1」としたときの「総受診者数」と「クー 2008年の初回受診者数を「1」としたときの「総受診
ポン券対象者数」の増加率（n=34）
者数」と「クーポン券対象者数」の増加率（n=24）

今回の調査から、日
本対がん協会では、無
料クーポン券は受診者数を増やすという
点で一定の効果を挙げ、国民の間に定着し
つつある、とみている。無料であることも
さることながら、
「個別勧奨」
の役目が大き
く、無料クーポン券を使って受診するとい
う意識も根付きつつある。ただ、子宮頸が
ん検診では、20歳、25歳の受診が増えた
とはいえ、35歳の受診者に比べるとまだ半
数に満たない。がんのことや、がん検診に
関して、中学、高校での教育を進めること
で、若い世代はもちろん、その家族、ひい
ては地域の人々の受診につながるものと考
えている。

無料クーポン券の効果をより大きくするには……
しかし、検診手帳と無料クーポン券を個別に配布しても、まだ使
っていない人も少なくない。どうすれば、もっと多くの人が使うよ
うになるのだろうか。そのために欠かせないのは、配布されながら、
それを使わなかった人たちに「なぜ使わなかったのか」を尋ねるこ
とだ。
がん検診を受けない理由として、
「忙しいから」
「面倒だから「健康
だから」
「お金がかかるから」
「知らなかった」
「たまたま受診できなか
った」
……といったことがよく挙げられる。
今回の政策は、こうした理由の解消策の１つとして考えられた側
面もある。それでも受診しなかった人に、
「本当の理由」を尋ね、そ
れを解決する策を考えることにつながる。日本対がん協会では、こ
うした調査・分析に関して、行政に実現を働きかけていく方針だ。
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サバイバーらの交流広がる ボランティアが支援
ピークの９月16カ所で

リレー・フォー・ライフ2011

笑顔でサバイバーズラップ。福島では体育館での開催となった

「久しぶりー、会いたか
ったよ」
「初めまして、一緒
に歩きましょう」
。笑顔で
抱き合ったり、握手をしな
がら自己紹介したり……。
「リレー・フォー・ライフ
ジャパン2011」
は９月に全
国16カ所での開催を数え、
ピークを迎えた。サバイバ
ーを中心に、患者会、医療
者、行政、健康な人々が実
行委員会を作り、様々な工
夫を凝らしながら企画を練
り上げてきた。10月から
終盤戦に入り、８、９日に
高知、徳島、愛媛の四国各
地で、そして12月10、11
日の沖縄を最後に幕を閉じ
る。
５、６月につくば、愛
知・稲沢、熊本の３カ所、
８月にいしかり、函館、室
蘭の３か所が開かれたのに
続き、本格シーズンの９月
は暑さを気にしながら順調
に滑り出した。
先陣を切ったのは10月
３、４日の福島。地元事情

を考えて桑折町の屋内体育
館で開かれた。東北大震災
で大きな被害をこうむった
福島だが、
「こんなときだ
からこそ、集まろうと、昨
年開催した仲間たちが準備
をはじめ、体育館が揺れる
ような熱気に包まれた。
第２週の週末（1 0、1 2
日）
は５カ所で開催され、
好天のグラウンドで、夜の
テントで交流が盛んだっ
た。若手実行委員が思いを
込めた東京・吉祥寺、サバ
イバーへのもてなし精神
が行き届いた静岡・長泉や、
人気が定着しおなじみの顔
触れが集まる横浜、さい
たまや、国内で初めてリレ
ー・フォー・ライフを実現さ
せて今年が５年目だった芦
屋は手慣れた運営でにぎわ
った。
連休だった第３週から４
週初めにかけては７カ所に
のぼった。停滞型台風と余
波が心配だった。ときお
り、激しい降りに見舞われ

はしたが、多くの会場はそ
れほど影響を受けず、実行
委員会はむしろ熱中症を気
遣いながら空とにらめっこ
をした。
京都・亀山は初日の日中
激しい降りがくり返し、高
校生グループがルミナリエ
を濡らさぬようビニール袋
をかけるのに走り回った。
雨水をかき出しながらどう
にか迎えたサバイバーラッ
プは、山に囲まれたグラウ
ンドに拍手が響く中で行わ
れた。
キャッチコピー通り笑顔
があふれた福岡、市の手
厚い協力と専門医による
啓発が盛んだった広島・尾
道、ルミナリエが美しい埼
玉・川越、地元F M局が全
面協力し27時間実況でわ
きあいあいの岡崎、実行委
員会のアイデアが光ったこ
とに加えて協会のほほえみ
大使、アグネスチャンさん
がスケジュールをぬって駆
けつけてエンプティテーブ

ルの詩の朗読もした千葉・
八千代など、各地の特色が
出た開催が多かった。
富谷町での２回目開催に
なった宮城は、町の強い協
力態勢のもと、震災で苦労
が続くであろう参加者も楽
しみながら、役場前の特設
ステージ、コースで交流を
続けた。
リレー・フォー・ライフは
数字を競わない。地域別に
企画するチャリティーの患
者支援プログラムだが、常
に全国の仲間たちが一目置
くのは大分での開催だ。今
年も第４週末（23、24日）
に行われ、約5,500人が参
加した。大きさだけでな
く、参加者には、現在も闘
病を続ける患者、家族や
がんへの思いを持つ人が多
く、地元に根づいたものに
なっている。
一方で、同じ日に隣県の
熊本・玉名では九州看護福
祉大学の学生たちが実行委
員会をつくって準備を続け
たリレーが開催された。地
域への呼びかけをする間も
なく時間が過ぎ参加者は約
150人と少なめだったが、
熊本大学教授の医師や大
阪、熊本から参加したサバ
イバーによるトークでは、
命、恐怖、希望などに関係
する率直な質疑があり、学
生たちはがんサロンなどへ
今後参加したいと申し出る
など、終了後も会話が続い
た。
初開催の福井も地域の
人々がチームで参加し、関
西から来たサバイバーたち
との談笑が長く続いた。
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多彩なイベント

っつけようという研究。が
んの第４の治療法・免疫療
法として期待されている。
醍醐教授は、がんができ
る仕組みをイラストを使っ
17日）
には、滋賀県立医科
て説明しながら、がんワク
大学の醍醐弥太郎教授
（腫
チン研究について
「治療法
瘍内科）
に来てもらった。 として確立させるには、科
醍醐教授は、欧米でも研究
学的な手法で検証を重ねて
が拡大するがんワクチンに
いかなければならない」
な
ついて、臨床研究を実施し
どと話した。
ている。
参加者からは、
「こうい
がんワクチンは、がん細
う研究は国が研究費をつけ
胞だけを標的にした免疫部
て大規模に、そして早く進
隊を活性化させ、がんをや
めなければいけないので
は？」
などと質
問が相次いだ。
熊本・玉名の
会場（23日）
に
は、熊本大学
大学院の佐々
木 裕 教 授（ 消
化器内科）
が来
研究者の話に耳を傾ける参加者たち（京都・亀岡） 場。実行委員

今年のリレー・フォー・ラ
イフでは、いくつかの会場
に、基礎的な研究を行って
いる研究者や、先端的なが
ん治療の研究に取り組んで
いる医師に来てもらい、サ
バイバーや参加者らと語ら
った。
リレー・フォー・ライフの
場を、がんを学ぶ場にする
とともに、患者とがん研究
者の交流の場にしようと、
日本対がん協会が各地の実
行委員会の協力を得て試行
的に取り組んだ。参加者た
ちの感想を聞きながら、来
年以降の本格的な実施を検
討する。
京都・亀岡の会場（９月

大勢の人が集った開会式（大分）

ルミナリエにはそれぞれの想いが込められていた（広島・尾道）

エンプティテーブル。会場に来ることが
できなかった大切な人を偲んだ（福井）

リレー・フォー・ライフ

大腸を模したジャイアントコロンで大腸の病気を楽しみ
ながら学んだ（埼玉・川越）

患 者と研 究 者
連 携 の 試 み
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会の看護学生やサバイバー
たちと交流した。佐々木教
授もがんワクチンの研究に
取り組んでいて、学生から
は
「子宮頸がんのワクチン
とどう違うのですか」
など
と質問が出た。佐々木教授
は
「がんワクチンは、がん
細胞だけをやっつけるため
の免疫力を高める。子宮頸
がんの原因となるHPVの
感染防止を目的としたワク
チンと働きが異なります」
などと分かりやすく説明し
ていた。
大分の会場
（同）
では、大
分大学の野口進准教授
（消
化器外科）
がサバイバーズ
トークに出演。幼いころか
らがんと闘ってきた高校生
らの話を聞き、
「身も心も
も引き締まる思いです」
と
話し、がん治療法開発に向
けて意を新たにしていた。
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グラフ

がん征圧全国大会写真

がん征圧の思い つなげよう薩摩から
2011年度日本対がん協会賞を受賞
したみなさん。
（左から）
赤松曉・結核予防会放射
線技師協議会顧問、井出研・神奈
川県予防医学協会常務理事、西山
順 三・西 山 医 院 理 事 長（ 滋 賀 県 ）
、
松﨑廉・元長野県医師会消化器検
診検討委員長、吉田豊・青森県総
合健診センター前理事長、米盛
學・鹿児島県医師会前会長、ひま
わりの会の一柳一男会長（群馬県）

朝日がん大賞を受賞した山下俊一・福島県立医
科大学副学長

客席は県民でうまった。ロビーにも椅子を並
べ、参加者がモニターで記念講演に耳を傾け
ていた

がん征圧スローガンに入選し、日本対がん協会の垣添
忠生会長から賞状を贈られる山形県結核成人病予防協
会の市田直美さんと長野県健康づくり事業団の河原﨑
清栄さん

勇壮な和太鼓が、がん征圧全国大会を盛り上げた

永年勤続者を代表して表彰状を受ける鹿児島県民総合
保健センターの田原大慎さん

