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な
内
容

２、３面　アグネスが聞く⑬
４面　米がん専門病院での研修レポ－ト
５面　リレー・フォー・ライフ
　　　四月は四国と東京
６面　子宮頸がん啓発小冊子発行

１部70円（税抜き）

　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

　日本対がん協会と朝日新
聞社は、横浜雙葉学園（横
浜市中区山手町）の協力を
得て、「がん教育」プロジ
ェクトによる初の出前授業
「ドクター・ビジット」を
10月28日、横浜雙葉中学
高校で開いた。中川恵一・
東京大学医学部付属病院放
射線科准教授が、約400人
の生徒たちに、自身が監修
したDVD「がんちゃんの
冒険」を基に分かりやすく
講義した。ユーモアを交え
た中川准教授の語りに、生
徒たちは笑い声をあげなが
らがんの起きる仕組みなど
を楽しく学んでいた。
　同学園の講堂に、中学３
年生と高校１年生それぞれ
約190人が着席し、出前授
業が始まった。約50人の
保護者も参加した。
　「がんちゃんの冒険」が
スクリーンに映され、48
歳独身男性「オッジさん」
と、がん細胞の「がんちゃ

を説明した。
　中川准教授が「子宮頸が
んワクチンを接種している
人は？」と尋ねると、ほと
んどの生徒が手を挙げる。
そんな状況に驚きながら
も、中川准教授は、検診の
重要性を訴えた。
　授業を受けた生徒たち
は、「お父さんの生活態度
を改めてもらう」「がんは、
なったら仕方がないと思っ
ていたけど、発病リスクを
減らせると聞いて驚いた」
などと話していた。

◇
　がん教育に力を入れる日
本対がん協会は、中川准教
授の呼びかけを受けて「が
ん教育基金」を設立。朝日
新聞社とともに「ドクタ
ー・ビジット」を企画し
た。今後も各地で展開する
方針だ。問い合わせは日
本対がん協会がん教育係
（03－5218－4771）へ。

ん」が登場すると、生徒た
ちから「かわいい」という
声がもれる。
　がんちゃんを肩に乗せて
街を歩くオッジさんが、行
き交う人々の肩にがんちゃ
んが乗っているのを見て驚
く「日本人の２人に１人は
がんになるの巻」。中川准
教授は、ステージから降
りて生徒たちの間に入り、
「２人に１人というとみん
な、隣の人がなると思うん
です」と、つい他人事と受

け止めることを戒めた。
　米紙の記事を示し、「19
95年、米国と日本は人口
10万人あたりのがんによ
る死亡が同じだった。その
後米国は減り、日本は増え
ている。がんによる死亡が
増えているのは先進国では
日本ぐらい」と紹介。
　長寿命化との関係を示し
つつ、食生活の欧米化、食
べる肉の量が増え、野菜が
減るなど、生活習慣の変化
が大きく影響していること

みんなで学ぼう、がんのこと―対がん協会の「がん教育」

東大・中川准教授が横浜雙葉学園で初の出前授業
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がんとの闘い

―子宮頸がんの原因に
なるヒトパピローマウイル
ス（HPV）の研究に長く携
わっていらっしゃいますね。
　「HPVが子宮頸がんの原
因だと最初に突き止めたの
はドイツのツアハウゼン博
士で1983年のことです。
僕が研究を始めたのは88
年ですから、もう20年以
上になります」
　「たとえば乳がん。原因
は分かっているようで分か
っていない。乳がんは太っ
た人に多いというけれど、
そうじゃない人も発病す
る。ただ貧しい国では女性
のがんの一位は子宮頸がん
です。少し栄養がついてく

効率的な方がいい。（感染の
可能性のある）性体験をし
ている割合が少ない方が費
用対効果はいいわけです」
―ということは大人の
女性も打った方がいいとい
うことですね。
　「個人のお金で打つか、
国や自治体のお金で打つ
か、という問題ですので、
個人のお金で打つというこ
となら大人の女性も打って
ほしい。オーストラリアは
公費での接種を2007年か
ら始め、09年12月までは
26歳以下だと無料で接種
を受けられました。効果、
感染を防ぐ、という点です
が、45歳までは、それよ
り若い人たちと差がないこ
とが分かっています」
　「子宮頸がんに関して、
ワクチンが感染防止の目的
とする16、18型のHPVに、
いま感染している人がどれ
くらいいるか、というと、
20歳で約10％。年齢が上
がると少し下がって40歳
で５％程度。その人たちに
いまはワクチンの効果はな
い。でも残る95％ほどの
人には有効なのです」
―その二つの型で子宮頸
がんの原因の70％を占め
ると聞きました。
　「そうですね。ただ最近、
それ以外のタイプにも少し
効くことが分かってきまし
た。それを加えると、85
％ぐらい、ワクチンだけで

ると乳がんが増えてくる。
そんな傾向があります」
―そうなんですか。
　「理由は割と分かってい
て、乳がんは脂質、脂肪で
すね、それと関係がある。
貧しいと脂肪は摂れないで
すから。でも原因ははっき
りしているわけではない」
―子宮頸がんは原因が
ウイルスだとはっきりして
いる。
　「だから予防しようと。
発病の仕組みが分かってい
るから予防も可能になりま
す。HPVは主に性交渉で
感染しますが、ふつう女性
の８割が一生に一度は感染
するほど、ありふれたもの

です。そういう当たり前の
ものを、生活に注意して感
染を予防しましょう、とい
うのは無理なんです。コン
ドームを使って、という発
想はやめた方がいい。一次
予防という意味ではワクチ
ンです。きちんと使えばか
なり効果があります」
　「それに性行動が活発な
人ほど発病しやすい、と昔
は言われたこともあります
が、関係があるとしてもウ
イルスに感染するまでのこ
とで、そこからがんになる
ことにはあまり関係があり
ません。感染した人ががん
になるにしても1000人に
１人ほどですから、パート
ナーの数とかは本来関係が
ないんです。そんなことを
気にするのではなく、ワク
チンとか検診のことをもっ
と気にしてほしい」
―中学生、高校生に打
つというのも理由があるん
ですよね。
　「感染ですから、基本的
にはウイルスにかかる前に
打った方がいいわけです。
麻疹でしたら、麻疹にかか
る前に打った方がいい。た
だそれだけなんです。性の
ことがからんで、皆さん、
いろいろ気になさるんです
けど、シンプルに考えてほ
しい」
　「それに若いときの方が、
抗体価が上がりやすい。国
の費用、税金を使う場合は

　こんの・りょう　1984年　自治医科大学卒業。東北大学
医学部産婦人科学教室入局とともに、へき地医療機関に勤
務。東北大医学部講師などを経て現職。日本婦人科腫瘍学
会専門医。子宮頸がん征圧をめざす専門家会議実行委員長
として啓発活動を積極的に展開している。

ほほえみ大使 アグネスが聞く⑬
今野良・自治医科大学さいたま医療センター教授（産婦人科）

大人になったら子宮頸がん検診を受けてほしい
子宮頸がんワクチンを打っても、それが基本です



2011年11月1日  対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 3 ）

子宮頸がんを減らせるかも
知れないんです」
　「子宮頸がんになる前に、
前がん病変というのを経ま
す。がんになるかも知れな
い、という段階で、CINと
呼ばれます。その程度によ
って三つに分けられてい
て、CIN１の場合、がんに
なるのは１％、CIN２で10
％、CIN３だと20～30％
と高くなる。CIN３になる
と円錐切除術という、子宮
頸部の一部を取る治療をす
ると治ります。ワクチンで
どれくらい子宮頸がんを減
らせるか、コンピューター
でシミュレーションをした
報告があります。20歳で
ワクチンを打つとそれから
先は60％ぐらい減らせ、
30歳だと50％、45歳では
35％減らせる」
　「だから大人も打つ甲斐
はあるんですけど、ワクチ
ンには３回の接種で５万円
ほどかかるので、そのへん
をどう考えるか。やはり、
大人には検診をきちんと受
けていただきたいのです。
ワクチンを打つかどうか
は、ご自身の年齢とか生活
ぶりなどを考えて決めて頂
ければいいのですが、検診
は絶対に欠かさないように
してほしい。これはワクチ
ンを打っても変わりませ
ん」
―やはり検診は大切な
んですね。
　「日本は胃がんと子宮頸
がんの検診に関して、半世
紀の歴史がある。世界でも
早く検診に取り組んだ国な
んです。検診に関する法律

まず病気にならないほうが
いい。たとえば、たばこを
吸わないとか、検診を受け
る、といったことが視野に
入ってくる」
―世の中に流れる誤っ
た情報を信じちゃいけない
んですよね。子宮頸がんの
ワクチンに対しても反対す
る人がいると聞きました。
　「やっぱり正しい知識は
非常に大事です。正しい情
報を発信することも重要な
んですが、何が重要な情報
なのか、見分けることも大
切です。それもこれも、基
本は教育にあると思うんで
す。もちろん、学校教育は
重要なのですが、それだけ
ですむものではありませ
ん。家庭、地域、そして社
会全体が考えていく必要が
あるでしょう」

ができてからでもざっと
30年になる。イギリスに
負けないくらい早かった。
ただ、子どものころに、検
診を受けることをきちんと
教えてこなかった」
　「いま学校のカリキュラ
ムに、がんについて教える
時間はほとんどないんで
す。検診とかワクチンに関
して具体的に教える時間は
ゼロです。海外での報告で
すが、主な国の20歳ぐら
いの女性に、赤ちゃんをほ
しいですか、とアンケート
したら、日本が一番低かっ
たそうです。赤ちゃんを産
む、ということに関する教
育がない、だから実感が持
てないんだと思います」
―日本では、性のこと
になると悪いことというイ
メージがいまだにある。本
当は自然なことなのに。た
だ、自分を守る方法を教え
てあげたり、相手を大事に
する心を教えたりすること
がすごく大事なことなの
に、それも男女に差がない
はずなのに、どうしてもネ
ガティブなイメージが強く
残っている。
　「子宮頸がんの啓発活動
に取り組んでいて、日本の
社会のいろんな問題点が反
映されていることが分かり
ます」
―見えちゃうんですね。
日本の子どもたちは、自分
のことを正しく評価できて
いないことを聞いたことが
あります。自分のことが好
きですか、って尋ねた結果、
小中生の６割が、好きでは
ない、あまり好きではな

い、と。外国は８割が好き
です。高校生に、周囲の人
と同じ価値がありますか、
と聞くと、外国は９割があ
る、と答えるのに、日本は
６割がない、と。周囲の人
と同じ価値が自分にあると
言えないことを、私たち大
人が、社会が、子どもたち
に植え付けてしまったので
はないかと思うんです。
　「本当にその通りです。
自分を大切にする、周りの
人を大切にする、そういう
ことはとっても大事なこと
だし、それを教えなければ
いけない。そうした基本の
ところができていないとい
う問題に社会全体で取り組
む必要がありますね」
　「元気で長生きしてほし
いと思う大切な人に対し
て、じゃあ、どうすればそ
うできるのかと考えると、

　アグネス・チャン　香港生まれ。72年、「ひなげしの花」
で日本デビュー。上智大を経てカナダ・トロント大卒。
89年、米スタンフォード大教育学部博士課程に留学。教
育学博士号（Ph.D.）取得。日本ユニセフ協会大使として
のボランティア活動や文化活動など幅広く活躍している。

自分を大切にし、周りの人を　　　　
　　　　　　　大切に思う心を育てる
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　初めまして。岡山大学呼
吸器・乳腺内分泌外科の増
田紘子です。
　皆さんの温かいご支援の
もと、米テキサス大学MD
アンダーソンがんセンター
で研修を始めて５カ月。初
めての海外生活で、多くの
方々に助けていただき、素
晴らしい出会いに支えら
れ、日々過ごしています。
この貴重な機会を与えてく
ださった皆さんに感謝を込
めて、私の日々の留学生活
について、報告させていた
だきます。
　まず、私はポストドクタ
ー研究フェローという立場
で、ブレスト・メディカ
ル・オンコロジーという科
で働いています。乳腺腫瘍
科の専修医といったところ
でしょうか。上司である上
野直人教授の外来見学と、
世界有数のがんセンターで
ある同センターの膨大なデ
ータを使って、臨床研究を
行っています。
　日本の医療との違いです
が、まず、日常臨床では、
医師が患者さんにお会いす
る前に、こちらでは、多く
のスペシャリストの診察が
あります。看護師、リサー
チ・ナース、医療助手とい
う、医師以外のがん治療の
専門家が、患者さんの全身
状態を把握し、臨床試験な
どへの参加状況を確認、医
師が登場するころには、す
でにひと通りの診察が終わ
っているような状況です。
　医師が１日に診察する患
者さんの数も10人前後で、
一人ひとりの患者さんにか
ける時間、人材、そしてス

タ管理のシステムが機能的
に働き、また、医師の仕事
の重心が研究にあり、医師
は研究者である、というこ
とを痛感します。臨床と研
究の間がとても近く、日々
生まれる新しい治療の可能
性を身近に感じることので
きる環境は、本当に貴重な
経験となっています。
　先生方に出会い、熱意に
触れ、自分の至らなさに気
づく、それだけでも、私に
とって医師として成長でき
る、大切な機会だと感じて
います。リレー・フォー・
ライフの活動を通して、皆
さんが与えて下さったこの
機会は、これからの若手医
師にとって、自身を成長さ
せてくれる貴重な経験とな
ることは間違いありません。
　この機会を下さった皆さ
んと、現在、未熟な私に、
素晴らしい機会を与えてく
ださっているMDアンダー
ソンがんセンターの上野先
生に胸いっぱいの感謝を込
めて。ありがとうございま
す。
　日本の皆さん、リレー・
フォー・ライフの会場でお
目にかかれる日を楽しみに
しています。

ペース（空間）は日本より
ずっと恵まれているかもし
れません。
　狭い診察室で、次の患者
さんを気にしながら、今後
の治療、人生を左右する大
切なお話を、駆け足でしな
ければならない状況は、日
本の改善されなければなら
ない問題点だと思います。
　ですが、看護師をはじめ
とする医療従事者からの、
そして患者さんからの、日
本人特有の気配りが、狭い
空間と、わずかな時間を少
しでも有意義にと、支えて
くれているんだな……迷子
になりそうな外来で、日本
を懐かしく感じます。
　患者さんの印象として
は、臨床試験や、自身の生
活について、活発に議論
し、医師とともに治療を考
えていく、という意識が、
日本より強く感じられま
す。MDアンダーソンがん
センターでは、乳がんの診
断を受けた直後から、精神
面でのサポート、乳がんに
対する教育を積極的に行っ
ており、その点が彼女たち
により積極性を持たせてい
る理由だと思います。
　日本の患者さんと同じよ
うに、悩み、苦しむ姿を拝
見することがありますが、
日米ともに感じることは、
やはり、乳がん患者さんた
ちは、強くて美しいという
ことです。
　がんと診断されてからの
人生は、たとえ再発なく元
気に過ごしていても、診断
される前の人生とは全く違
うものだと、よく言われま
すが、みなさんの強く素敵

な笑顔を見ると、ある一
瞬、一瞬は、以前の人生よ
りも、もっと、素敵に輝い
ているに違いないと、感じ
させてくれます。本当に美
しいと思います。
　研究者として私が行って
いることは、大きく分けて
二つあります。一つは、ホ
ルモン感受性や、HER２
たんぱくといった、有効な
治療ターゲットがまだ明ら
かにされていない、トリプ
ルネガティブ乳がんを、
ｍRNA解析により、治療
効果や、予後に即したグル
ープに分け、個々の患者さ
んに有効な治療を行うため
の鍵を見つけること、もう
一つは、炎症性乳がんとい
う、稀な乳がんながら、早
い進行再発と、皮膚浸潤に
よりQOLを著しく低下さ
せる予後不良な乳がんにつ
いて、生物学的性質を知
り、有効な治療法を探すた
めに、MDアンダーソンが
んセンターでの膨大な患者
さんのデータをまとめ、検
討することです。
　日本との大きな違いは、
時間も含め、資源に非常に
恵まれていることです。組
織としての成熟さと、デー

米テキサス大ＭＤアンダーソンがんセンターからの報告 マイ・オンコロジー・ドリーム奨励賞の増田医師

米テキサス大学MDアンダーソンがんセンターの仲間たちと
（中列左から3人目が筆者）
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　「リレー・フォー・ライ
フ　ジャパン2011」は10
月、四国と東京で開催され
た。高知、徳島、愛媛は
８、９日、東京は15、16日。
四国の３会場は好天に恵ま
れたのに対し、東京は風雨
が強く、予定の変更を余儀
なくされた。サバイバーた
ちは天候の良し悪しはあっ
てもがん征圧への思いを一
つにしてたすきをつないだ。

〔 高　　知 〕
　患者・家族、行政、医療
者の連携をめざし、２日間
を楽しく――高知城のすぐ
わき、高知市の城西公園に
８日正午、松浦喜美夫実行
委員長の開会の言葉が響
き、「リレー・フォー・ライ
フ	in	高知」が始まった。
　拍手の中でのサバイバー
ズウォークに続き、尾崎正
直県知事や各地からのチー
ムが歩き出す。高知県立高
知南中学高校のマーチング
バンドや、北川村やまなみ
太鼓のメンバーの演奏が祝
福した。
　近所の人たちも散歩の途
中に立ち寄り、寄付をして

に大きく貢献した。

〔 東　　京 〕
　「リレー・フォー・ライ
フ東京2011	 in	駒沢公園」
は、初日の15日の早朝に
強風が吹く悪天候により、
16日９～15時の短縮開催
を余儀なくされた。
　しかし、15日には風雨
の中来場した人も多く、自
発的にコースを歩く姿も見
られた。東日本大震災の被
災地・気仙沼から届いたパ
ンも完売。たまたま通りが
かり、わざわざ募金箱を購
入し寄付とともに置いて行
った人もいた。
　どうにか天気が回復した
16日、中村勝喜実行委員
長の開会宣言の後、元気い
っぱいのサバイバーズウォ
ークへ。多くの参加者でに
ぎわった。
　啓発テントでは「東日本
大震災とRFLの仲間」と
いうテーマで被災地のサバ
イバーを交えて震災当日の
状況が語られた。被災し、
悩みを抱えながら全国の
RFLの仲間からの支援物
資を避難所へ送る活動をし
ていた話に目頭を押さえる
人もいた。

いた。高知大学医学部の医
師と患者の対談に耳を傾け
たり、織物ブースに立ち寄
ったり。熊本からキャンピ
ングカーでフェリーに乗り
遠路駆けつけた人たちも飛
び入り参加するなど、賑や
かな楽しいリレーになった。

〔 徳　　島 〕
　「命、生きる、ありがと
う」をテーマに、小松島市
のしおかぜ公園で開催され
た「リレー・フォー・ライフ
in	とくしま」には15チー
ム、約600人が参加、24時
間、たすきをつないだ。
　公園の入り口近くに掲げ
られたアーチは渋谷義久実
行委員長の手作り。徳島大
学病院の職員たちも勤務の
合間をぬって啓発テントを
準備した。
　がん医療相談コーナーに
は各分野の医師や医療従事
者らが24時間詰め、徳島
県総合健診センターは検診
車を出し、無料のがん検診
を行った。
　夜は小松島市の花火大会
と重なり、公園の目前の海
上にあがる花火を楽しみな

ふれあい交流広場で開催さ
れた。合言葉は「心をひと
つに笑顔でつなごう」。松
本陽子実行委員長の「リレ
ー・フォー・ライフを待っ
てくれる人がいる。この灯
を絶やしてはいけない」と
いう強い想いに実行委員が
一つにまとまり、開催が実
現した。
　若者や医療関係者がたく
さん集い、夜通し賑わっ
た。エンプティテーブルで
は全員が黙とうをささげこ
の場に来ることが出来なか
った仲間に思いを寄せた。
　今年のリレーには松山市
も協力。松山城がリレーの
テーマカラーの紫色にライ
トアップされた。

リレー・フォー・ライフ
ジャパン２０１１

がら、参加者た
ちはルミナリエ
に記された願い
に想いを馳せて
いた。

〔 愛　　媛 〕
　「リレー・フ
ォー・ライフ	 in	
えひめ」は、初
開催だった昨年
と同じく、松山
城がそびえる松
山市の城山公園快晴の下、参加者は元気いっぱいたすきをつないだ＝高知市

会場に来ることができなかった仲間に
思いを寄せたエンプティテーブル＝松山市

　愛媛県総
合保健協会
は今年も検
診車を出し
て無料検診
を行ったの
に加え、チ
ームでも大
勢で参加し
た。実行委
員会にも加
わり、開催
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　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10月26日（水）
に新潟市の新潟市民プラザ
で350名の聴衆を迎えて開
催された。今回は新潟県健
康づくり財団が昨年12月
１日に公益財団法人に移行
したことを記念して、同財
団と日本対がん協会、新潟
日報社の３者が共催するイ

診」と題して日本女性のが
ん死亡数NO.１となった大
腸がんについて45分間の
詳しい解説が展開された。
早期の大腸がんはほとんど
自覚症状がなく、便潜血検
査がもっとも有効ながんの
発見方法であること、新潟
市だけでも毎年200人～
300人がこの検査でがんを
発見できていることなどが
紹介された。
　さらに、大腸がんの治療
方法について、内視鏡、腹
腔鏡などを用いた患者の負
担が軽くて済む、最新の外
科的手術方法など詳しく紹
介された。
　最後に、自身の検診体
験、がん発見、治療から現
在のQOL確保まで詳しい
体験談が胃・友の会の大橋
敏江さんから披露された。
次回の開催は2012年２月
青森を予定している。

ベントとして開かれた。当
初、４月18日の開催を予
定していたが、３月11日
の東日本大震災の影響で延
期となり半年遅れの10月
にやっと開催の運びとなっ
た。会場には長らくお持ち
いただいた聴衆が早い時間
から詰めかけ、ようやく実
現した本セミナーでがん専
門医の講演と体験者の話に

熱心に耳を傾けた。
　新潟県健康づくり財団の
渡部透代表理事からの挨拶
に続き、日本対がん協会の
垣添忠生会長から、「わが
国のがん対策に占める検診
の重要性」をテーマに盛り
だくさんな内容の講演が１
時間繰り広げられた。がん
の原因となる３大誘因とし
てあげられた、タバコ、食

◆ 「検診受けて早期発見！」 ◆
全国巡回がんセミナー 新潟会場

事、ウィルス感染
の解説には大きく
うなずく姿が印象
的であり、その後
がん予防、がん検
診、がん治療、国
のがん対策へと一
気に引き込まれる
話が続いた。ま
た、地元新潟市保
健所所長の月岡恵
（つきおか　さと
し）氏から、「大
腸がんと住民検熱弁をふるう垣添会長

　日本対がん協会は、子
宮頸がん啓発月間の11
月にあわせて、啓発小冊
子「あなたと子宮頸がん
　かぞくのおもい」を発
行した＝写真。「あなた
と子宮頸がん」として
は、「いのちのはなし」
「みらいのために」に続
く３作目。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）
へ。
　「かぞくのおもい」は、

に名古屋市で開催する
「母娘で考える女性の
健康セミナー」で、こ
の小冊子のシリーズ３
冊を来場者に配布す
る。

している。生理不順など
に悩む若い女性が少なく
ないことから、ふだんか
ら産婦人科医に相談を、
と呼びかけている。
　「いのちのはなし」は、
子宮頸がんを発病した若

のおもい」は、そのめい
の両親の話になってい
る。
　日本対がん協会では、
子宮頸がん月間の中心的
なイベントとして13日

「かぞくのおもい」発行
　　子宮頸がん啓発小冊子の3作目 日本対がん協会

子どもから「子宮頸がん
ワクチン（HPVワクチ
ン）を接種したい」と言
われた父母の会話を中心
としたショートストーリ
ー仕立て。子宮頸がん
や、検診、ワクチンなど
について、Ｑ＆Ａで解説

い女性のシ
ョートスト
ーリーで、
「みらいの
ために」に
は、その若
い女性とめ
いが登場す
る。「かぞく
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　岩手医大教授や盛岡市立
病院長などを歴任し、長年
にわたってがん診療・がん
予防の第一線で活躍してい
る狩野敦・岩手県対ガン協
会いわて健康管理センター
長（医学博士）が著した

「発がんから長時間かけて
ひそかに生き、増殖を続け
てやまない」がん病変を、
ひそかに潜行しているうち
に暴き出して処分してしま
う以外に最良の方法はな
い、と述べ、それを実現す
るには「恣意的に検診など
で見つけ出すしかない」と
いう。そのためには、「見
つけてもらう人も見つける
人も『がん探し』に本気で
かかならければならない」
と指摘する。
　ドラッグラグ、高額にな
る医療費、そして「がん難
民」。狩野センター長は、
がん診療には多くの問題が
残っていることも十分に認
識している。そうした問題
に直面する人を一人でも少
なくするには、国民一人ひ
とりが、科学的に有効性が
証明された「がん検診」を
率先して受診することが
「義務であると考える必要
もある」と結ぶ。

ダーとして活躍してきた。
　狩野センター長は、がん
対策基本法が真っ先に掲げ
る「がんの予防」につい
て、「がんで死ぬことがな
いように」ということだと
示したうえで、「一次予防」
「二次予防」「三次予防」の
重要性を指摘している。
　生活習慣の改善など一次
予防で「がんにかからな
い」ようにし、たとえがん
になっても、がん検診など
の二次予防で早く見つけ、
「そのがんで死ぬことがな
い」ようにし、三次予防で
「がん治療後の再発や転移
を防ぐ」。それらの拡充が
欠かせない、という。
　中でも、一次予防と二次
予防を強調する。一次予防
について欠かせないのが学
校教育だという。とくに食
事のこと、喫煙習慣をつけ
させないこと、この２点を
様々な角度から論じている。
　二次予防に関しては、

「がんの予防」を出版
がん難民をつくらない
本気で「がん探し」を
狩野敦・岩手県対ガン協会
いわて健康管理センター長

「子宮頸がん」経験したからこそ伝えたい！

仁科亜季子さんが
「元気な明日」を願って出版

「がんの予防」が東北大学
出版会から出版された。
3500円（税別）。がん対策
には、一次予防・二次予防
が重要だと指摘、「『がん難
民』をつくらないために
は、本気でがん探しを」と
訴えている。
　狩野センター長は、宮城
県出身、東北大医学部を卒
業。岩手医大教授、盛岡市
立病院長などを歴任し、
2005年に岩手県対ガン協
会理事・がん検診センター
（現いわて健康管理センタ
ー）長に就いた。専門は消
化器病学で、消化器がん検
診をはじめ、がん登録など
幅広い分野で岩手県のリー

　自身の体験をもとに、子
宮頸がん啓発活動に積極的
に取り組んでいる俳優の仁
科亜季子さんの著作「『子

っていることも語っている。
　さらに長女で俳優の仁美
さんが中学生のときに「母
親の私に虫の知らせがあ
り」、無理やり婦人科を受
診。検査の結果、卵巣のう
腫が見つかり、腹腔鏡手術
で摘出した。
　仁科さんがセミナーなど
で体験を語るようになって
12年。2009年末には、子
宮頸がんワクチンも使える
ようになった。仁科さんた
ちの署名活動もあって、子
どもたちへの公費助成も実
現された。
　仁科さんと仁美さんは、
日本対がん協会の子宮頸が
ん啓発キャンペーンにも協
力。各地で開催する「母娘
で考える女性の健康セミナ
ー」に出演している。

宮頸がん』経験したからこ
そ伝えたい！」が潮出版社
から出版された。1300円
（税別）。巻末には、自治医
科大学の鈴木光明教授（産
科婦人科学）が監修した
「子宮頸がん予防読本」が
付けられ、Q＆Aを交えて
分かりやすく解説している。
　38歳のときに発症した
仁科さんはリンパ節や卵巣
も摘出する大きな手術を受
けた。
　発見は偶然だった。友人
家族と一緒に旅行した台湾
で食中毒になり、帰国後に

病院を受診。内科医から
「もう大丈夫でしょう」と
言われたときに、「気にな
っていたことを軽い気持ち
で」尋ねた――。
　子宮頸がんと告げられ、
駐車場に止めた車の運転席
で２時間、涙がとめどなく
流れたこと、手術前の抗が
ん剤治療で泣きながら胃液
を吐き続けたこと、朝、枕
元におびただしい量の髪の
毛が抜けているのに気づき
髪に手をやると何の抵抗も
なく髪が抜けたこと……闘
病の様子を赤裸々に綴って
いる。
　その後もリンパ浮腫で脚
がむくんだり、排尿障害に
悩まされたり、手術後の放
射線治療の影響で腸炎が起
きたり…ずっと後遺症と闘
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　大阪市では10月１日、
「ピンクリボン	チャリテ
ィ	フェスティバル2011	
in	大阪」が同市中央公
会堂で開かれた。友人が
乳がんになったことから
啓発活動に取り組み始め
たシャンソン歌手の松本
かずこさんが実行委員長
になって開催したもの
で、昨年に続いて２回

は、大阪府、大阪市、日本
対がん協会、一般社団法人
オサン・デ・ファム、朝日
新聞社などが後援した。

目。入場料の一部13万
102円が日本対がん協会
に寄付された。
　フェスティバルは２部
構成。１部ではブルーグ
ラスバンドのミニコンサ
ートや中国琵琶の演奏に
続き、パリでリサイタル
を開いている松本さんが
シャンソンを披露した。
２部は、俳優の音無美紀

子さんが「女優として　
母として」と題して特別
講演。自身の乳がん体験
をもとに、検診を受ける
ことの大切さを訴えた。
　来年10月に３回目を
開催する準備が進められ
ていて、ピンクリボン月
間の大阪の中核的なイベ
ントとして定着しそうだ。
　このフェスティバル

大阪では「ピンクリボン チャリティ フェスティバル」昨年に続き2回目

ピンクリボン
フェスティバル

　乳がん征圧を目指す国民
的な運動・ピンクリボンフ
ェスティバル（事務局・日
本対がん協会）が、ピンク
リボン月間の10月、従来
の３会場に名古屋が加わっ
て４会場で開催された。ス
マイルウオークの参加者は
計１万人を超え、秋空の
下、乳がん検診を受けまし
ょうと呼びかけながらさわ
やかな汗を流した。東京、
名古屋、神戸の各会場で
「応援メッセージ」を募り、
東日本大震災で被災した仙
台に届けられた。
　ピンクリボンフェスティ
バルは１日の東京ミッドタ
ウンでのスマイルウオーク
で幕を開けた。協賛企業や
NPO法人などが啓発パネ
ルや各種のグッズを展示す

なった勾当台公園市民広場
には、東京・名古屋・神戸
から「応援メッセージ」が
2000通以上届けられ、ピ
ンクリボンツリーに飾られ
た。1600人の参加者はが
ん検診受診とともに、被災
からの復興を願って一歩一
歩、あゆみを進めた。
　また東京と神戸ではそれ
ぞれ２日と15日にピンク
リボンシンポジウムが開催
され、各750人、600人が
参加。専門医から乳がんの
こと、治療のことを学んだ。

ん、荻原次晴さんがトー
ク。午後には山田さん率い
るスター混声合唱団のコン
サートなどが行われた。
　名古屋市では８日に久屋

同市が積極的に支援。市か
らは乳がん検診情報も提供
された。
　神戸市では16日に東遊
園地で開かれ、計3500人
が参加した。日本対がん協
会のほほえみ大使、歌手の
アグネス・チャンさんや、
小谷実可子さんも加わり、
ファンに囲まれ、語り合い
ながら、六甲の山並みを背
景に港町のウオークを楽し
んだ。
　そして仙台市。29日の
スマイルウオークの会場と

名古屋も加わり4会場で盛大に開催

スタート前の体操で体をほぐす参加者＝東京ミッドタウン

るブースがぎ
っしりと並ぶ
中、12キロ
と６キロの各
コースにあわ
せて5600人
が参加してス
タート。参加
者たちは、大
混雑のゲート
を順番待ちし
てくぐり、秋
の都心を巡っ
た。
　スタート式
では、ゲスト
の山田邦子さ

大通公園久屋広
場で開催され、
1000人が参加。
河村たかし市長
もトークに登
場、ゲストの矢
野きよ実さんや
専門医と乳がん
検診のことを熱
心に語るなど、

東京・名古屋・神戸から仙台に贈られた
応援メッセージのツリー


