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「がん予防」に向けた道を着実に
高松市でがん征圧全国大会

今年度のがん征圧全国大
会が９月14日、高松市の

つけて治してしまおう」
と
検診受診を呼びかけた。

サンポートホール高松で開
かれた。各地で様々な啓発
行事が催される
「がん征圧

「がんになっても安心し
て暮らせる社会をめざす。
この大会を節目としてがん

月間
（９月）
」
を象徴するイ
ベントで、約1600人が参
加。
「いのち育む瀬戸内か
ら」
をテーマに、がんで亡
くなる人たちに思いを馳
せ、がん征圧への道を着実
に進めることを誓った。
今年度は、国のがん対策
推進基本計画が改訂され、
２期目（５年間）
に入った
年。検診をはじめ、喫煙率
の削減目標が設けられるな
ど、がん予防に向けた新た
なスタートを切った。
森下立昭・香川県総合健

対策に尽力を」
という厚生
労働省健康局長の祝辞を秋
月玲子・厚労省がん対策・健
康増進課課長補佐が代読。
さらに横倉義武・日本医師
会会長、浜田恵造・同県知
事、平木亨・同県議会議長
がそれぞれ祝辞を述べた。
続いて日本対がん協会賞
の表彰。
「個人の部」
は、元
宮城県対がん協会検診セン
ター所長の菅原伸之氏、愛
媛県の蔵原放射線科医院院
長の蔵原一郎氏、千葉ヘル
ス財団理事長の崎山樹氏、

澤道子会長）
」
、全国的組織
である
「あけぼの会
（ワット
隆子会長）
」
、香川県宇多
津町
（谷川俊博町長）
の３団
体。垣添会長がそれぞれに
表彰状を贈り、長年の活動
をねぎらった。
朝日がん大賞の表彰では
「がんよろず相談」
を10年
にわたって続け、全国の相
談支援センターのモデルに
なった静岡県立静岡がんセ
ンターの山口建総長に、木

今年度のがん征圧スロー
ガン
「がんで泣くより 笑
って予防」
を作った菊地浩
吉・北海道対がん協会会長、
永年勤続者を代表して長尾
昌代さん
（とくしま未来健
康づくり機構）
に垣添会長
が表彰状を贈った。
記念講演では、日本対が
ん協会ほほえみ大使のアグ
ネス・チャンさんが、香川
を旅行し、讃岐うどんを食
べて回ったエピソードを紹

診協会会長が開会の言葉で
「検診で見つかるがんの生
存率は高いが、現実はそう
じゃない」
とがん検診の大

いわてピンクリボンの会会
長の仁昌寺幸子氏、前山形
県結核成人病予防協会細胞
診センター所長の早川澄夫

村伊量・朝日新聞社社長が
表彰状と副賞
（100万円）
を
贈った。
受賞者を代表して、山口

介しながら、がん検診の大
切さを訴えた。
がん征圧全国大会は、日
本対がん協会と香川県総合

切さを訴え、垣添忠生・日
本対がん協会会長も
「がん

氏、岡山県のくにとみ外
科胃腸科医院院長の岡﨑邦

総長が
「ケアの分野で
（朝日
がん大賞）
の初の受賞。誇

健診協会が主催し、厚生労
働省、日本医師会、香川

は発生したときは症状がな
い。その無症状のうちに見

泰氏の６人。
「団体の部」
は、
福島県の
「しゃくなげ会
（小

りに思っている」
と受賞の
言葉を述べた。

県、高松市、香川県医師会
が後援した。

がん相談ホットライン

祝日を除く毎日

03−3562−7830

日本対がん協会は、がんに関する不安、日々の生
活での悩みなどの相談（無料、電話代は別）に、看護
師や社会福祉士が電話で応じる「がん相談ホットライ
を開設しています。祝日を除い
ン」
（☎03−3562−7830）
て毎日午前10時から午後6時まで受け付けています。
相談時間は1人20分まで。予約は不要です。

「いのち育む瀬戸内から」をテーマに開かれたがん征圧全国大会

医師による面接・電話相談（要予約）
予約専用

03−3562−8015

日本対がん協会は、専門医による面接相談および
電話相談（ともに無料）を受け付けています。いずれ
も予約制で、予約・問い合わせは月曜から金曜の午前
10時から午後5時までに☎03−3562−8015へ。相談の時
間は電話が1人20分、面接は1人30分（診療ではありま
せん）
。詳しくはホームページ
（http://www.jcancer.
jp/）
をご覧ください。
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がん予防、生活習慣病対策重視の流れ
んがもたらす膨大
な経済的・社会的

アルコール規制は、会長
主催の
「カクテルパーティ」

な損失を減らすこ
とを目指すと訴え
た。

や、公式レセプションを、
アルコールフリー
（抜き）
に
するという
「ショック療法」

UICCや世界保
健機構
（WHO）
に
よると、がんで亡

で、参加者に問題を提起し
た。
次回のUICC世界大会を

くなる人は、
現在、
世界で年間約800
万人。
もし今後、
有

主催するオーストラリアの
団体などが、
「
（たばこ規制
枠組み条約によって規制に

効な対策が取られ
なければ、
2030年
には、
1200～1300
UICC世界大会の総会。アルコールがキーワードの１つになった
万人になると推計
している。
国際対がん連合
（UICC・ だ政治宣言が採択されたこ
大会プログラムは、
「た
本部ジュネーブ）
の総会と、 とを受け、その実行策を協
ばこ規制を含むがん予防
世界大会（世界がん会議） 議する場となった。このた
と、早期発見
（検診）
「
」がん
が、８月26日から30日ま め、「がん対策」
について
のケアとサバイバーシッ
で、カナダのモントリオー も、心疾患や糖尿病など、
プ」
「痛みの緩和と管理」
「が
ルで開かれ、日本対がん協 他の非感染症と共通する、
ん征圧に向けたシステム作
会から垣添会長らが参加し たばこ規制を含む生活習慣
り」
の４つの分野に分け、
た。UICC世界大会は２年 病対策の重要性を強調する
並行して多彩なイベント
に１度開かれ、今回は100 議論が目立った。がん予防
や、セミナー、討議が展開
以上の国から研究者、医 を地球規模で進め、
「がん
された。
師、対がん運動の指導者ら にならない社会作り」
を目
会議全体を通して、これ
約2000人が集まった。
指すことが、社会的にも、
までの大会で最重要議題と
今大会は、UICCなどが 経済的にも世界の利益にな
なった、子宮頚がんワクチ
働きかけ昨年９月に実現し るとの認識が広がりつつあ
ンの接種、たばこ規制強化
た、国連総会の
「
（がんを含 ることを実感した大会とな
については、先進国を中心
む）
非感染症サミット」
で、 った。
（日本対がん協会常務
に、対策を取る流れが定着
予防・疾病対策を盛り込ん 理事・荒田茂夫）
しつつあるとの印象を受け
た。日本は、先進国の中で
遅れていると指摘される、
たばこ規制の強化を急ぐ必

「たばこ規制の次は、
アルコール」
に賛否の声

UICC世界大会

弾みがついた）
たばこの例
を見習って、アルコールに
ついても、値上げ
（税金の
引き上げ）
、広告規制」
など
の規制実施を世界各国に働
き掛ける必要性を訴えた。
アルコール規制は、他の生
活習慣対策と共に、今後、
UICCが取り組む主要課題
として浮上する可能性があ
る。
ただ、今回の大会では、
先進国におけるがんの原因
として、「喫煙」
が33%、
「肥満」
が20%、
「食事の内
容」
、
「運動不足」
が各５%
に対し、
「アルコール」
は３
%にすぎない、との研究結
果も発表された。肥満、食
事、運動など生活習慣は、
相互に関連しており、がん
の原因寄与率について、さ
まざまな数字が示された
が、たばこが最大の要因で
あることに、異論は出なか

今大会のテーマは、
「Connecting for Global
Impact」
。世界のがん対策

は、がん対策の分野で、
「多様な組織、人、分野が
結び付く」
「世界に向け、声

要があると感じた。
今回、重点的に取り上げ
られたのが、心疾患や糖尿

った。このため、大会に参
加した研究者から、
「たば
ことアルコールを同列に扱

に、インパクトを与え、前
進させるため、UICC内外
の関係団体、大会参加者

を合わせて主張する」
「公平
な均てん化を図る」
の３つ
のキーワードを掲げ、がん

病など他の非感染症と共通
する、野菜や果物の摂取と
いった食事の質、肥満、運

うべきでない」
「たばこ
（規
制）
の次はアルコールとい
う議論は行き過ぎ」
との意

に、つながり、連携を呼び
かけた。
新会長のメアリー・ゴス

予防の充実などによって、
毎年100万人単位で発生す
る
「避けることができる死」

動不足など生活習慣の問題
だった。また、がん対策に
アルコール規制を求める発

見が出た。今後、アルコー
ル
（飲酒）
規制強化の是非を
めぐって論議を呼ぶことに

ポダロビッチさん
（カナダ）

を止めること、同時に、が

表も目立った。

なりそうだ。
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日本、2016年世界大会に立候補
U I C C日本委員会
（北川
知行委員長、日本対がん協

ションがあり、
10月のUICCに

会など29組織が加盟）
が、 よる候補地視察
2016年に開かれるUICC世 を経て年内に開
界大会に、東京を候補地と 催 地 が 決 定 す
して立候補した。
世界大会は２年に１度開
かれ、次回は2014年にオ

る。
2 0 1 6年大会
立候補は、
1966

ーストラリアのメルボルン
で開催されることが決まっ
ている。
他に2016年大会に立候

年に第９回大会
を東京で開いて
から 5 0 年の節
目にあたることが引き金と

などが多い。U I C Cが、

る必要があると主張してき

補しているのは、パリとブ
エノスアイレス。今回、モ

なった。
「対がん運動」
に傾斜してい
UICC日本委員会の構成 く中で、日本委員会は、研

た。東京大会が実現した場
合、日本委員会は、
「研究

ントリオールでは、立候補
した各都市のプレゼンテー

団体は、がんに関係する学
会、研究所、がんセンター

重視」
のプログラム作りを
するという。

日本は東京での開催をアピールした

究や、科学的な根拠をより
重視しながら、活動を進め

UICCの最大、最強のメ
寄付を集めている。このう
ンバーである米国対がん協
ち、米国での開催が5000
会
（ACS）
が、今大会でも、 カ所以上、寄付も年300億
大きな存在感を示した。特
円を超えるなど、いぜん、
に、その活動の柱であるリ 「米国中心」
の行事だが、近
レー・フォー・ライフ
（ＲＦ
年、米国以外の比率が高ま
Ｌ）
を、世界に拡大するキ
ってきた。
ャンペーンを展開し、注目
ACSのセフリン会長は、
を集めた。
全体会合の演説で、国連サ
R F Lは現在、日本を含
ミットが定めた目標を達成

導する世界的な組織」
に変
えていく方針を表明した。
このため、A C Sは活動、
財政両面の主柱になってい
るR F Lについて、本場の
米国と、海外での開催を一
体化した、「グローバル
R F L」
の概念を打ち出し、
これまで以上に世界各国で
の開催に力を入れる姿勢を

ディナー・シンポジウムで、
大会参加者の中から450人
が招待された。催しでは、
R F Lのように、各地域で
対がん活動を積み重ねるこ
とによって、世界を動かす
力につなげようとする
A C Sの戦略を巧みな構成
で演出した。
アフリカ・ザンビアでの
取り組みなどについて、ゲ
ストによる講演、映像によ
る世界各国のR F L紹介が
あり、最後は、参加者全員

む世界21カ国、6000カ所
以上で開催され、計500万

するためにも、A C Sを、
「今世紀中にがんを抑え込

明らかにした。
大会展示場に、A C Sと

が
「ルミナリエ」
に参加する
という感動的な幕切れを用

人が参加、年400億円近い

むため、多分野の活動を先

は別に「グローバルR F L」
のブースを出展、同時に
R F L活動を説明するセッ
ションを開くなど、参加し

意した。
日本は、R F L開催数で
は、米国、カナダ（約500
カ所）
、オーストラリア
（同

た世界の対がん団体や活動
家に開催を働き掛けた。

200弱）
、南アフリカ
（同約
60）
、英国
（同約50）
に次い

また、R F Lを既に実施
している各国の団体責任者
を集めた会合で、セフリン
会長は、
「さらにRFLの輪
を広げよう」
と訴えた。

で、６番目。しかし、米国
やカナダはもちろん、ニュ
ージーランドやアイルラン
ドといった
「小規模」
開催国
と比べても、１会場あたり

最大のハイライトは、

の募金額が少ないこと、

「Local Empowerment,
Global Action」
と題した

「寄付率」
が低いことが課題
となっている。

「世界のリレー・フォー・ライフ」へ
ACSが拡大キャンペーン

リレー・フォー・ライフの普及をアピールする展示

対 が ん 協 会 報
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リレー・フォー・ライフのシーズンがピークに
９月15、16日は11カ所で開催

がん患者を励まし、がん征圧のための寄付を募るイベント
「リレー・フォー・ライフ ジャパン2012」
が９
月、全国22カ所で開催された。今年の開催予定36カ所の半数以上が集中するピーク。
「がん征圧月間」
の大き
なイベントとして定着してきた。日本社会になかなか根付かなかった寄付文化が、がん患者・家族・支援者た
ちの熱い思いで芽生えてきたと言える。がん征圧への願いがそれほど強いことの証しでもある。

福島は昨年に続いて屋内開催

９月１、
２日は長野・松本
で開催された。初めてにも

同じく１、
２日に開催さ

かかわらず、総参加者は
1200人超、サバイバーの
参加40人、チーム参加は
21を数え、大きな規模に
なった。開会式で菅谷昭・
松本市長が
「このイベント
はがん患者さんに本当に勇
気を与える」
とあいさつ。
旧ソ連・チェルノブイリ原
発事故で被曝した人たちの
治療に医師として長年携わ
った経験、自身がサバイバ
ーであることを踏まえた言
葉に、会場は大いに勇気づ
けられた。

れた福島は昨
年に続いて放
射能の影響を
考え、福島県
立医科大学体
育館での屋内
開催になっ
た。
それでも
3 7 チーム、
約1 5 0 0人が
参加。暑さに ２年続けて体育館での開催となった福島だが、気持ちを一つにしたウオークが続いた
負けず、全員の気持ちがウ
福井で開催を迎えた。いず
日の運営、そして後片付け
オークに集約されたリレー
れも回を重ねたリレーとい
もスムーズにこなし、
「成
になった。
うこともあり、実行委員会
熟したRFL」
になったよう

15、
16日は全国11カ所
と、
これまでにない集中開

所を数え、世界遺産のまち
岩手県の平泉・一関では世
界に向けてR F Lを発信し

８、
９日は、埼玉、芦屋、

横浜・山下公園に２万人

催となった。初開催は５カ

も手慣れた様子で準備、当

です。

た 。宇 都 宮 で
は、3 0 0 0枚の
ルミナリエバッ
クがコースの内
側に３列に並べ
られ、夜を徹し
て歩く参加者の
姿を浮かび上が
らせた。
２万人を超え
る人を集めたの
山下公園のリレーには（右から）小宮山大臣（当
時）、高円宮妃、アグネスさん、林横浜市長らが
参加した

が、横浜・山下
公園でのリレ
ー。実行委員長

山下公園に浮かんだ「HOPE」の文字

を務めたアグネス・チャン

「H O P E」
の文字とともに

さんのリーダーシップの
下、ステージ、啓発テント
などでのパフォーマンスや
講演が綿密に計画された。

港街・横浜を彩った。閉会
式には高円宮妃が出席され
てあいさつ。小宮山洋子厚
生労働大臣、林文子横浜市

夜にはマリンタワーがリレ
ーのシンボルカラーの紫色

長もラストウオークに参加
した。多くのメディアが取

にライトアップされ、コー
スを照らすルミナリエ、

材し、全国に向けた発信に
つながった。
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鹿児島では桜島をバックに歩を刻んだ

学生ボランティアが支える千葉
九州でのリレーは台風に

大きく影響された。
「命のリ
レー」
からリレー・フォー・
ライフとして新たなスター
トを切った鹿児島は勇壮な
桜島をバックに参加者は力
強い歩を刻んだが、暴風雨
のため２日目の未明に中止
を余儀なくされた。
荒天の中で大分もゴール
を約３時間繰り上げたが、
それでも参加者が5000人
と例年通りの大盛況となっ

輪がさらに広がり、県内の
大学生ボランティア約80

た。開催直前にサバイバー
の実行委員長を亡くした福
岡では２日目に雨の中でオ

人が参加した千葉、リレー
色である紫にタワーをライ
トアップした京都、東日本

なった貝塚では２日間にわ
たり藤原龍男市長が参加、
だんじり２台も登場しリレ
ーを盛り上げた。

ークションが盛大に行わ
れ、宮崎・延岡もRFL開催
を呼びかけ、がんで亡くな
った実行委員を偲び、たく
さんの寄付が集められた。
地域に根ざし始めた川
越、３年連続の開催とな
り、地元のボランティアの

大震災の打撃を受けながら
も今年も開催した宮城、そ
れに16、
17日にはコウノト
リのふるさと兵庫・但馬で、
東京ドームにもひけをとら
ない屋内ドームに1000人
余りの人が集まった。
22、
23日は３カ所で開催

広島・福山は今年のヒー
ローズ・オブ・ホープの浜中
和子実行委員長のもと
1600人を超える人が集ま
った。
静岡・長泉は２日目は雨
で早めに切り上げたもの
の、晴天に恵まれた１日目

された。大阪初のR F Lと

日本のがん研究・医療を変える場に

には多くの参加者でにぎわ
った。
29、
30日は、徳島市内で
初開催、愛知・岡崎では３
回目のリレーが開催され
た。
リレー・フォー・ライフは
10月以降、
東京など９カ所
で開催が予定されている。
「がんに負けない社会を作
−そんな参加者
りたい」
の願いは、まだまだ熱く燃
え続くことになる。

各地の会場で「プロジェクト未来」テーマにディスカッション

日本対がん協会は今年の
リレー・フォー・ライフのい
くつかの会場で、日本のが
ん研究の現状や、リレー・

テオゲノム研究センター教
授と、対がん協会の小西宏
マネジャーが対談した。片
桐教授が、がん発症のメカ

ず、フランスで進められて
いる状況を紹介しながら、
日本発の治療薬開発の必要
性を訴えた。

を交わした。
夜にもかかわらず、芝生
の上に多くの参加者が座
り、専門家の意見にうなず

フォー・ライフに寄せられ
た寄付を基に運営を始めた
リレー・フォー・ライフ プ
ロジェクト未来研究助成金

ニズムを解き明かす基礎研
究では欧米に引けを取らな
いのに、それを患者の治療
に役立てるようにする臨床

15日夜には、横浜・山下
公園でのリレーで、実行委
員長のアグネス・チャンさ
んがコーディネータになっ

いたり、首を傾げたりしな
がら、熱心に聞いていた。
福岡でも16日の閉会式
の前に、日本臨床腫瘍学会

について、研究者との対
談、シンポジウムで説明に

研究が弱いといったことを
説明した。

てシンポジウムを開催し
た。

理事長の田村和夫・福岡大
教授を招いて、リレー・フ

あたった。寄付金の使途に
関する情報の公開を図ると
ともに、リレー・フォー・ラ
イフが日本のがん研究・医

片桐教授は、乳がんの新
たな治療法につながると期
待される研究について、研
究助成金の助成対象に採択

日本癌学会理事長の野田
哲生・がん研究会理事・がん
研究所所長、助成金の対象
に採択された清水重臣・東

ォー・ライフが日本のがん
研究・医療に果たす役割な
どについて、対談した。
対がん協会では今後もこ

療を大きく変える可能性を
秘めたイベントであること

され、
「ぜひ、この研究を
患者さんの役に立てたい」

京医科歯科大難治疾患研究
所教授、サバイバーでもあ

うしたシンポジウムや対談
を開催しながら、関係学

を説明し、さらなる活動へ
の理解を求めた。
鹿児島では15日、研究
助成金の支給が決まった片

と話した。片桐教授は、滑
膜肉腫の治療薬の研究に主
導的立場で携わりながら、
日本国内では治療薬につな

り、日米の薬や医療機器の
審査に詳しい佐瀬一洋・順
天堂大教授らをパネリスト
に、日本で研究を進めるに

会、専門家などの協力を求
め、リレー・フォー・ライフ
を臨床研究や治験の情報交
換の場にもなるようにして

桐豊雅・徳島大学疾患プロ

げるための「治験」
ができ

はどうしたらいいか、意見

いきたい考えだ。
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半年の研修
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メモした手帳が３冊に

市立宇和島病院

外科

山下

美智子

多く、すべての症例の詳細
を把握することは困難でし
た。しかし、診断や治療に

ることで高い診療の質を保
っているということを実感
しました。

迫る多くのことを教えてい
ただくことができ、大変た
めになりました。そのため

迷う症例は毎朝のカンファ
レンスで討議され、大変勉
強になりました。１人の患
者さんの治療に関して乳腺

カルテの書き方をはじめ
とし、マンモグラフィの所
見の付け方、手術記録の書
き方に至るまで標準化した

あってか、半ばあきらめか
けていたマンモグラフィ読
影ランクアップ試験でＡ判
定をとることができまし

外科医だけではなく、放射
線科医、腫瘍内科医などで

がん研のやり方があり、皆
がきちんとそれに従って行

た。
同年代のレジデントが熱

2011年４月から半年間、
日本対がん協会の奨学医と
してがん研有明病院乳腺外

意見を交わしあうという恵
まれたカンファレンスに参
加することができ、カンフ
ァレンス中に得た知識を書

うことで、誰のカルテをみ
てもすぐに状態が把握でき
るように工夫されていま
す。

心に議論しているのを目の
当たりにし、大変刺激を受
けました。乳腺外科医を志
す熱い仲間と出会えたこと

科で研修を受けました。
研修が決まった時、がん

き込む手帳は半年間で３冊
にも膨れ上がりました。こ

また、マニュアルに沿っ
て業務を行ううちに知らず

は、今後地元に帰り少人数
で診療を行う際にも励みに

研有明病院では現在勤務す
る病院での１年間での手術
件数を数週間で見ることが
できる計算なので、半年間
では一体何年分の経験がで
きるだろうかと期待で胸が
ふくらみました。
研修を始めてみると手術
件数や外来患者数は非常に

れは一生の宝物です。
研修をはじめて最初に驚
いたことは、業務のマニュ
アル化でした。全国から多
くのレジデントが研修にや
ってきて、やがて巣立って
いくという特別な病院であ
るからこそ、すべての業務
をマニュアル化し、整理す

知らずの間に、基本的な診
断や治療の組み立て方が身
についたように思います。
検診には欠かせないマン
モグラフィの読影に関して
も、精検施設として１次読
影、２次読影ときちんと行
い、２次読影の際には岩瀬
拓士部長から読影の本質に

なると思います。
最後になりましたが、こ
の度の研修を支援していた
だきました対がん協会と、
がん研有明病院の先生方に
この場を借りて厚く御礼申
し上げます。

奨学医レポート

様々な最新の内視鏡検査を経験
昭和大藤が丘病院

消化器内科

阿曽沼

邦央

心に内視鏡検査・超音波内
視鏡をもとに診断が行われ

白色光での観察を基にし
たNBI拡大内視鏡では、病

特に経験が浅かったNBI
拡大内視鏡検査・術前のマ

ていました。
内視鏡検査ではまず白
色光でのがんの存在診断・
病変範囲・浸達度について、

理組織像を予測し実際の病
理結果との対比が行われて
いており多くの症例を経験
することができました。

ーキングなど多くの手技を
行う事ができました。
その他に実際に先生方が
行われている内視鏡治療や

そしてさらにインジゴカル
ミン散布・NBI
（狭帯域光観
察）
拡大内視鏡を併用して

また普段あまり見ること
ができない下咽頭がんの症
例が多く貴重な症例を体験

止血術も見学することがで
きました。
以上のように一年間で本

一年間、がん研有明病院
内視鏡診療部にて消化器が

の所見をまとめて行う事が
徹底されていました。
食道がん・胃がんでは基

しました。
E U S（超音波内視鏡）
で
は多くの症例での浸達度診

当に多くの貴重な症例を経
験させていただき、また多
くの先生方にご指導いただ

ん研修を受けました。早朝
の上部内視鏡カンファレン
スにも参加し、多くのこと

本である白色光での観察で
がんを疑う悪性所見や病変
範囲診断、SM浸潤を疑う

断を経験できました。
そして実際の内視鏡検査
では、新規術前検査・内視

いた経験を生かし今後も向
上していきたいと思いま
す。内視鏡診療部の先生

を学びました。
このカンファレンスでは
下咽頭がん・表在型食道が

所見を含めた浸達度診断に
ついてカンファレンスで提
示された多くの症例を元に

鏡治療後フォロー検査・外
科治療後フォロー検査など
のさまざまな症例を先生方

方、本当にありがとうござ
いました。

ん・早期胃がんの症例を中

学ぶことができました。

の指導の下で学びました。
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「全身を耳」に 相談者の声に傾聴 「がん相談ホットライン」より④
私たちは日頃、電話相談
に対応していますが、年に

のように役立てられている
のか、電話相談自体のイメ

せ、少しでも相談者を理解
しよう、電話の向こうの声

しかし、じっくり話を聴
き一緒に考えていくことは

数回ほど対面での相談も受
けています。リレー・フォ
ー・ライフ
（RFL）
の会場で

ージがつかめない方も多い
のではないでしょうか。そ
こで、今回は普段の相談の

から相談者の心や想いを感
じ取ろうと努めています。
全身を耳にしていると言っ

できます。
そのうえで必要な情報を
提供したり、相談者の行動

の面接相談です。
R F Lは、がん患者や家
族の方々を支援するための

様子を少しお話ししたいと
思います。
「電話相談」
は、
「電話」
に

ても過言ではありません。
「治療について教えてほ
しい」
「 副作用のことが心

に繋がるようなことを提案
したり、気持ちのサポート
をしていくこともありま

寄付を募ることを主な目的
にアメリカで始まったイベ
ントです。日本では2006
年に試験的に筑波で開催さ

よる相談ですから、相談者
と相談員が直接顔を合わせ
ることはありません。当た
り前ですが……。

配」
「仕事を辞めなくてはい
けないでしょうか」
「家族と
して何ができますか」
「とに
かく話を聞いてほしい」
「誰

す。対話を重ねる中で相談
者自身が気づき、気持ちの
整理になっていくこともあ
ります。

れました。その初めてのＲ
ＦＬから
「がん相談ホット

表情やしぐさなど視覚的
に得られるものがまったく

に相談してよいかわからな
い」
……寄せられる相談は

上手く話せないかもしれ
ない、こんなことを話して

ライン」
の相談員も継続的
に面接相談で参加してきま
した。
アメリカ同様に寄付を募
っていて、その一部が
「が
ん相談ホットライン」
に使
われています。ですが、ど

ないため、相談者の声だけ
が頼りになります。
相談者が話した事柄だけ
ではなく、一つひとつの言
葉はもちろんのこと、声の
トーン、間合い、息づかい
に及ぶまで神経を集中さ

様々です。
私たち相談員は看護師や
社会福祉士ですので、医師
のようには医学的な判断
や、セカンドオピニオンの
ような意見を言うことはで
きません。

いいのだろうかという心配
は無用です。私たちはいつ
でも、相談者の声に耳を傾
け、共に考えていきたいと
思っています。

奨学医レポート

いかにして合併症を減らすか工夫
船橋二和病院

産婦人科

川瀬

史愛

た。
しかし、院内で良性疾患
しか取り扱わないにして

受けました。
近年は腹腔鏡下での手術
も増加していますが、開腹

濃く、いかに合併症を減ら
すかという観点から手術に
様々な工夫がなされていた

も、後輩の指導のため、ト
ラブルシューティング、何
よりも日本トップ施設の技
術をみておいたほうがいい

の手術ができてはじめて腹
腔鏡下での治療も容易にな
るということが研修を終え
ての実感です。

ことが印象的です。
また、様々な科の先生と
協力しながら行う手術も多
く、そこでも初対面の自分

と、ある先生が背中を押し
てくれました。

面識もなかった私を快く
受け入れてくださったがん

にいろいろご指導いただき
ました。

2001年に卒業して産婦
人科を専攻し、専門医を取

基本的には週一回、朝に
行われる手術を控えた方の
術前カンファレンスに参加

研有明病院の皆さんには深
く感謝しています。
がん研有明病院の手術は

現在は後輩が４月からお
世話になっておりますが、
また勉強させていただきに

得して数年が過ぎたころに
がん研有明病院での研修を
勧められました。

し、その後オペに加わると
いう研修内容でした。患者
会の勉強会や院外での勉強

そのほとんどが悪性腫瘍で
あり、なかでも子宮内膜が
んの症例数は日本一位とな

参りたいと思っておりま
す。
また、地域の一病院とし

全国的な産婦人科医不足
の中、当院も例外ではあり
ません。上司が様々な理由
で職場を去り、以前は治療

会に参加する機会にも恵ま
れました。
術前カンファレンスはそ
の日のものだけでなくすべ

っております。
リンパ郭清においても骨
盤リンパ節郭清はもとより
傍大動脈リンパ節郭清を見

てできること、するべきこ
とについて考えるよい機会
となりました。
今後とも研鑽を重ねてい

していた悪性腫瘍は全く取
り扱わなくなっていまし

ての症例にふれることがで
きるため、たいへん刺激を

学する機会にも多く恵まれ
ました。一例一例の密度が

きたいと思います。

対 が ん 協 会 報

（8）

2012年10月1日

乳がん治療法の研究やがんの子どものサポートなど７件

第１回リレー・フォー・ライフ「プロジェクト未来」研究助成金決定
がん患者支援イベント
「リレー・フォー・ライフ
（RFL）
」
に寄せられる寄付を基に、がん研究を助成する
「リレ
ー・フォー・ライフ プロジェクト未来」
研究助成金の第１回目の助成が決まりました。乳がんの新たな治療法の
研究や、小児がんの子どもをサポートする研究など７件。助成を受ける研究者は
「この助成金をがん患者・家族の
ためにいかしていきたい」
などと話していました。

第１回リレー・フォー・ライフ プロジェクト未来研究助成金

井上玲子氏

小児がん診療における相談支援
強化に向けたピアサポーター養 150万円
成のあり方に関する研究

片桐豊雅氏

内分泌療法抵抗性乳がん克服に
向けた新規エストロゲンシグナ 300万円
ル制御機構の解明と治療法開発

清水研氏

小児がん患者・家族の精神心理的
苦痛の緩和を目的としたがん診 100万円
断時からの介入プログラム開発

（東海大学健康科学部）


（徳島大学疾患プロテオゲノ

ム研究センター）
（国立がん研究センター中央

病院）

清水重臣氏

（東京医科歯科大学難治疾患

研究所）

関由紀子氏

（埼玉大学教育学部）


武藤倫弘氏

（国立がん研究センター研究

所）

安永正浩氏

（国立がん研究センター東病

院）
が ん 医 療 の 充 実−
R F Lを主催する実行委員
並びにそこに集う方々、そ
して国民のみなさんが抱く

オートファジー細胞死を標的と 300万円
した新規抗がん剤の開発
がんの子どもの学校生活への支 150万円
援に関する研究
アスピリン等NSAIDsによる先制
200万円
医療を指向したがんの予防研究
難治性固形腫瘍を標的とした抗
間質抗体・抗がん剤複合体の開発 300万円

で、いくつかのプログラム
があります。
その大きな柱が助成金で

す。画期的な治療法につな
希望です。
がると期待できる基礎的な
「プロジェクト未来」
は、 研究、そんな成果を臨床に
そんな希望を実現しよう つなげる研究などを患者側
と、全国の実行委員らと日 から支援しようというもの
本対がん協会で決めた企画 です。

日本には優れた基礎研究

今年度は総額1500万円

が少なくありません。それ （１件あたり最高300万円）
をいち早く患者のもとに届 で、日本癌学会の協力を得
けてほしい、そのために多
くの方々に寄せていただい
た寄付を使ってほしい。こ
の助成金には、
そんな患者・

て、リレー・フォー・ライフ
全国実施事務局、対がん協
会の３者による審査委員会
で審査し、対がん協会内の

家族・支援者たちの切なる
願いが込められています。

手続きを経て決定しまし
た。

