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容

３面　喫煙率の減少、顕著に

４、５面　アグネスインタビュー

６、７面　リレー・フォー・ライフ2012
　　　　　始動

１部70円（税抜き）

　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
ン」（☎03−3562−7830）を開設しています。祝日を除い
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。

　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。

がん相談ホットライン　祝日を除く毎日
03−3562−7830

医師による面接・電話相談（要予約）
予約専用　03−3562−8015

　「早期」に見つかる乳が
んの割合が年々増え、患者
のほぼ２人に１人に―。日
本乳癌学会がホームページ
で公表した全国乳がん患者
登録調査報告（2008年次症
例）でこんな傾向がわかっ
た。自覚症状がなくて検診
で見つかるケースが増えて
いることが背景にある（２
面に関連記事）。
　乳がんは早期に見つけて
適切な治療を受けると90%
以上の治癒が期待できる。
検診受診者を増やすことの
重要性が、治療データから

1305例で、4.3%だった。
　しかし、もっとも多いの
は自己発見の1万9328人。
63.8%を占めている。ただ
2005年次の症例では70.5%
だったのに比べ、6.7ポイ
ント減っている。
　早期で見つかるケースが
増えていることは治療法
の選択にも影響する。乳
房温存手術が1万7884例で
59.7%を占め、2005年次症
例の54.4%から5.3ポイント
増えている。
　乳がんは大きくなるのが
比較的遅いがんだとされ
る。個人差もあるが、腫瘍
が１㎝ほどの大きさになる
のに数年から10年程度か
かるとみられる。
　自己発見の割合がもっと
減り、自覚症状がなくて検
診を受け、見つかる症例が
増えれば、命を守ることは
もちろん、乳房を守ること
にもつながることが確実
だ。

も浮き彫りになった。
　2008年の発症として、
全国の医療機関461施設か
ら計3万440症例が登録さ
れた。地域がん登録からは
年に４万～５万人が乳がん
を発症していると推計され
ることから、約６割が登録
されたと考えられる。女性
が3万297例で、男性が143
例だった。
　女性の発症例を分析した
結果、乳がんの進行度はス
テージⅠ以下の「早期」が
1万4470例で、47.7%。ほ
ぼ２人に１人が早期で見つ

45.7%と徐々に増え、2008
年次は2005年次と比べる
と、4.7ポイントの増加と
なっている。
　早期乳がんは、腫瘍径が
２㎝以下で、リンパ節や他
の臓器などに転移がない状
態。この場合、適切な治療
を受けると90%以上治癒す
ると期待されている。
　早期で見つかる乳がんが
増えている背景には、検診
で見つかる乳がんの割合が
大きくなっていることがあ
る。
　3万297例のうち、「しこ
り」などの自覚症状がな
く、検診を受けて見つかっ
たのが7305例と24.1%を占
めた。2005年次の症例で
は18.7%だったので、5.4ポ
イント増え、ほぼ４人に１
人が「何も異常を感じてい
なくて」検診を受け、乳がん
が見つかった計算になる。
　自覚症状があって検診
を受けて見つかった例は

早期の乳がん発見が増加
2008年は患者２人に１人近く

背景に検診での発見増
乳 癌 学 会 の 登 録
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かったことに
なる。2005
年次（女性の
登録1万9422
例）の場合は
43%、2006
年次（同2万
41 2例）では
44.3%、2007
年次（同2万
2 5 3 1例）は
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が高いとされてきたが、今
回の登録を見る限り、50
代後半が最も多くなった。
人口構成の高齢化が背景に
あるとみられるが、閉経後
に乳がんを発症しやすい欧
米型に変わりつつあるかど
うかは、最も新しい年齢構
成のものを考えながら分析
する必要がある。
　ただ、30代後半から急
増し、40代から50代にか
けて最も多くなる、という
傾向には大きな変化は見ら
れなかった。
　しかし一方で、35歳未
満で乳がんが見つかるケー
スもある。2008年次の調

　日本乳癌学会の全国乳が
ん患者登録調査報告（2008
年次症例）から、女性の乳
がん（3万297例）の状況を
みると、年代別で最も多か
ったのが50代後半の4203
例で、13.9%を占めた。
　次いで40代後半の3999
例（13.2%）、60代前半の
3847例（12.7%）、50代前半
の3535例（11.7%）などと続
いている。50代を合わせ
ると25.6%と、乳がん患者
の４人に１人は50代とな
っている。40代は22.6%だ
った。
　従来、日本では40代後
半で最も乳がんになる割合

変わらなかった。
　腫瘤の大きさが２
㎝以下だと治療成績
はよいものの、自分
で気づくケースは少
なくなる。たとえが
んになっても、小さ
なうちに見つけるに
は、検診を定期的に
受けることが欠かせ
ない。

乳癌学会・全国乳がん患者登録調査（2008年次症例）より
もっとも多い腫瘤の大きさは２.1～５㎝４人に１人は

50代
に占める割合は2.7%で、
2005年次（2.6%）とほとん
ど変わっていない。

査では、30代前半が625人
で、20代後半が142人、20
代前半も19人いた。全体

　応募方法は、宮城県対がん協会のホームページ
（http://www.miyagi-taigan.or.jp/）から申請書をダ
ウンロードし、必要事項を記入して〒980−0011仙台
市青葉区上杉５−７−30　宮城県対がん協会「黒川利
雄がん研究基金」事務局あてに郵送する。申請書類は、
はがきか、ファクス（022-263-1548）で取り寄せること
もできる。問い合わせは☎022-263-1637へ。
　申請の締め切りは３月末。基金の運営委員会で審査
し、５月に結果を発表。交付は６月を予定している。
　この基金は、宮城県対がん協会の初代会長、黒川利
雄博士の遺志を受けて1989年に創設された。2011年
度までに96人に対し、計6250万円を助成している。

　宮城県対がん協会は、がんの予防・早期発見に関す
る研究を支援する「黒川利雄がん研究基金」の2012年
度の助成希望者を募集している。助成総額は220万円
で、１件あたり100万円を限度にしている。
　対象は、①がんの疫学および集団検診に関する調
査・研究・開発②がんの早期発見および治療に関する調
査・研究・開発―の２分野。応募資格は、予防や治療な
ど、がん対策にかかわる研究を行う50歳未満の個人・
団体で、宮城県対がん協会の理事、または応募を希望
する個人や団体が所属する機関、組織の所属長の推薦
が要る。１個人・１団体または共同研究グループで１
件とし、推薦件数も１人１件としている。

がん予防・早期発見に向けた研究公募　「黒川利雄がん研究基金」の助成
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は2.1～５㎝が最も多くて
43.3%を占めていた。1.1～
２㎝は34.1%で、１㎝以下
は11%だった。自覚症状が
なくて検診で見つかったケ
ースでは、１㎝以下の占め
る割合が最も大きくて
37.6%になり、2.1～５㎝は
17.3%と少なくなってい
る。1.1～２㎝は31.8%と、
自己発見の場合と大きくは

　見つかった腫瘤の大きさ
は、2.1～５㎝が1万666例
で最も多く、35.2%を占め
た。この大きさが最も多い
という傾向は2005年次症
例も同様だが、その割合は
2005年次が39.6%だったの
から見ると、4.4ポイント
減っていた。
　発見状況と腫瘤の大きさ
をみると、自己発見の場合
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　喫煙率の減少ぶりが顕著に―。厚
生労働省の国民生活基礎調査（2010
年）でこんな状況が明らかになった。
男女とも同様の傾向で、2007年の
調査時より１割５分から２割近く、
喫煙者が減った計算になる。
　禁煙・健康意識の高まりを背景
に、屋内での全面禁煙が一般的にな
りつつあるのに加え、たばこの値上
げなどが影響しているとみられる。
　「毎日吸っている」または「時々
吸う日がある」を尋ねた。2010年
の調査によると、男性（全国）の喫煙
率は33.1%で、2007年の調査より
6.6ポイントの減少となった。2001
年→2004年の減少幅が3.5ポイント、
2004年→2007年は5.2ポイントだっ
たのに比べると、減少ぶりが際立っ
てきた。
　女性（同）の喫煙率は10.4ポイント
で、2007年の調査より2.3ポイント
減少した。2001年→2004年→2007
年の減少幅はそれぞれ0.5ポイント、
0.8ポイントだったのからみると、
減少幅が大きくなった。
　都道府県別にみて男性の喫煙率の
減少幅が目立ったのは、石川（2007
年→2010年の減少幅11.3ポイント）、
福井（同9.3ポイント）、新潟（同8.9
ポイント）、北海道（同8.9ポイント）
など。喫煙率が最も低かったのは島
根の29.3%で、奈良、京都、福井が
30%を切っていた。
　女性の場合は、北海道の減少幅が
最も大きく、2007年の調査より4.4
ポイント下がっていた。ただ、喫煙
率は16.2%で、最も高かった。ほか
に減少幅が顕著だったのは、広島
（2007年→2010年の減少幅3,7ポイ
ント）、東京（同3.5ポイント）、山梨
（同3.3ポイント）など。最も喫煙率
が低かったのは、男性と同じく島根
で5.4%だった。
　女性の喫煙率が10%を切っていた
のは34府県と、2007年の17県から
倍増した。2004年は12県、2001年
は10県だったのに比べ、「たばこ離
れ」が一段と進んだ。

喫煙率の減少ぶり、男女とも顕著に 国民生活基礎調査　
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なお母さんが病気になって
も何もできない、と悩みま
した。幸い早い段階で見つ
かったので、いまは普通に
暮らしていますが、母親っ
てそうなんでしょうけれ
ど、子どもには強いところ
しか見せてくれなくって、
それがまた心配で。でも考
えたんです。私みたいな思
いをする人がいなくなれば
いい、って。病気になった
本人はもちろん大変でしょ
うけれど、周りもつらい思
いをするんですよね」
　−私は乳がんになった
ことをお話ししています
が、その中で言うんです。
きっと周りも大変だって。
状態がわからない、かわっ
てやることもできない、ど
うやって慰めたらいいかわ
からない、再発しないか
な、本当に大丈夫かな……
子どもたちも大変だったと
思います。でも、私の病気
をきっかけに子どもたちは
命のこと、健康のことを考
えたでしょう。活動を続け
ることで、たくさんの命が
救われることになれば、そ
れはそれで非常に素晴らし
いことだと思います。

高校生に子宮頸がんのこと
を伝えるなら、お姉さんの
ような世代になる私たち女
子大生がいいんじゃない
か、って。一昨年の夏か
ら、希望する学校があれ
ば、日程を調整しながらお
うかがいしています。課外
授業のような形で実施した
ところもあります」
　−授業の感想は？
　「病気の説明がちょっと
足りなくてわかりにくい
と、高校生たちの反応が違
うので、きちんと準備しな
くちゃ、って思います。う
まくお話しできると真剣に
聞いてくれる。グループワ
ークでは楽しくディスカッ
ションしてくれます」
　−活動をしていて、大
変だとか、難しいな、と感
じることはないですか。
　「とても個人的なことな
んですけど、母が子宮頸が
んになって、私、長野県出
身なので、遠くにいて何も
できないし、ほんとに大切

れ、どうすれば検診を受け
に行くか、というテーマで
３分ほどの劇を考えてもら
いました。男子のグループ
は、彼女に検診を勧める、
という設定です。最後にグ
ループごとに代表者に発表
してもらうんです。ほかに
もいろんな啓発イベントに
参加したり、豊島区と一緒
に若者への啓発を行ったり
しています」
　−自分たちで学校側に

「授業を」とアピールして
実現したのですか。
　「神奈川県教育委員会の
かたが、私たちの活動に興
味をもってくれたんです。

　−女子大生たちが集ま
って子宮頸がんの啓発活動
をしているそうですね。ど
んな活動ですか。
　「今日は、神奈川県立麻
溝台高校に行って、『出前
授業』をしてきました。リ
ボンムーブメントのメンバ
ー４人で、２年生の保健の
授業の時間に、子宮頸がん
はこういう病気ですよ、で
も予防も期待できるんで
す、って伝えて、ワクチン
と検診が大切ですよ、20
歳になったら検診に行って
下さいね、って話をしたん
です。その後、男女別にい
くつかのグループに分か

女子大生リボンムーブメント
首都圏の女子大生を中心にした子宮頸がんや乳がんの
啓発グループ。メンバーは約30人。2009年６月、がん
の啓発イベントに参加した学生たちが、日本対がん協
会の支援で子宮頸がんについて勉強会を重ねるなかで
誕生した。毎年、メンバーが自分たちで編集する冊子
を発行しているほか、様々な啓発活動を展開している。
2011年には子宮頸がんに関して首都圏の女子大生2100
人の意識を調べ日本癌学会で発表した。

（左から）新井涼子さん（横浜市立大2年）、アグネス・チャンさん、山崎史子さん（東洋大２年）

女子大生リボンムーブメント　新井涼子さん、山崎史子さん

山崎さん

がんとの闘い
「やんちゃな精神」で大胆にチャレンジ

ほほえみ大使 アグネスが聞く⑭
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ことが引け目だと考えてい
ました。アグネスさんのお
話をうかがって、それをい
かさなければいけないと思
いました」
　−経験がない分、大胆
に考えられる。その大胆な
アイデアが結局、世の中を
変えていく力になる。就職
して結婚して子どもが２人
ぐらいできてくると、なか
なか言いづらいし、行動も
できにくくなる。皆さんの
ムーブメント、全国に広が
ると良いですね。どこにで
も支部のようなものがある
ようになって、これはどう
いうことだ、って大人が
びっくりするくらいになる
と。

　「いま北海道、名古屋、
福岡などの学生と交流をし
ていこうと動き出していま
す。仙台の学生の中にも興
味を示してくれる人たちが
います」
　−つながり、ですね。
熱心な人が必ずいます。で
もたくさん必要かというと
そうでもないんです。２人
とか、３人とか、その輪が
少しずつ広がっていって。
力がないとか、お金がない
とか、それも大丈夫。いろ
いろ応援してくれる人たち
が現れますよ。若者がこ
んなに頑張っているんだか
ら、私たちもって。
　「それが実現するよう頑
張っていきます」

ちが活動したことで子宮頸
がんのことを知ったのかも
知れない。そう思うと、活
動が伝わっているんだな、
って感じました」
　−大学生だからこそ、
恥ずかしがることもない。
わからなかったら聞けばい
い。あなたに子宮を失って
ほしくない、痛い思いもし
てほしくない、死んでほし
くない、それは口に出して
言わないけれど、心の中で
それを純粋に思う気持ちが
あれば必ず伝わりますよ。
　社会を変えていくのは、
私はいつも言うんですけ
ど、若者です。大学生で
す。大学生が社会を変えて
いかなければ、社会は実は
変わらない。大学生がどん
どんチャレンジして、ここ
が違うじゃないか、間違っ
ているじゃないか、といっ
たことを言わないと、世の
中は変わらないんです。た
とえば学生運動は失敗した
と言われるんですけど、そ
うじゃない。いろんな人た
ちが行動力をもったし、リ
ーダーシップが備わった人
も育った。そして物事を疑
う精神も培われた。それに
よって社会が変わった部分
もあるんじゃないですか。
いま、学生たちはすごく大
人しい。積極手に考えて、
意見があって、主張があっ
てチャレンジする。やんち
ゃな大学生でいてほしい。
世の中を見て、ちょっと違
うじゃないか、私たちが考
えれば、ここが一歩先に進
む、こんな研究が必要じゃ
ないか、って。リボンムー
ブメントもきっとそうなん
だと思います。
　「経験がないから考えて
も、と思ってしまっていま
した。逆なんですね。若い

てくださいって言われます
けど、最初は、自分の話、
乳がんの体験したこと、み
んな興味あるのかな、って
思いました。お医者さんだ
といろんなデータを示し
て「こうだよ」って言える
けど。だから、自分のでき
る範囲でお話しをして、参
考にしてね、というつもり
で、それも上から目線じゃ
なく、みんなと一緒に学ん
でいく。たとえば検診はこ
ういうふうに受けるとか。
恥ずかしいかも知れない。
女性にとってはハードルが
高い。だから、聞いてくれ
る方々は、私が検診を受け
てどう思ったかを聞きたい
んだと思う。
　話している「あなた」に
興味があると思うんです。
何であなたじゃなきゃいけ
ないか。単に知識を伝える
だけならロボットでかまわ
ない。高校生たちも、年が
三つほどしか違わないあな
たたちがなぜ私たちに話す
んだろうって。なぜ活動を
始めたのか、なぜこの学校
に来ているのか、そうした
ことと合わさって初めて知
識が伝わるんだと思う。直
截的に言うのではなくて
ね。あなたたちが見える話
をすることで、聞いた高校
生たちが将来、検診を受け
ることにつながっていくん
じゃないでしょうか。
　「この活動に参加したと
き、一般の大学生である自
分に何ができるのだろうっ
て思ったことがありまし
た。でも、子宮頸がんとい
う病気があるんだよ、って
友達とかに話していく中
で、後日、子宮頸がんのこ
とを聞きたいって連絡をく
れることがあったんです。
もしかしたら彼女は、私た

　「私が子宮頸がんという
病気を知ったのも母からで
した。母の周りで乳がんと
か、子宮の病気になる方々
がいて、その時に母に教わ
ったんです。でも今、親子
間で、病気のこと、とくに
子宮ってデリケートなとこ
ろのことを話すのが苦手だ
ったり、嫌だぁ、って言っ
たりする若い子、けっこう
いるんです。リボンの活動
を通じて、親から子に伝え
ることの大切さ、そういう
視点ももっていきたいな、
って考えています」

　−お母さんたちを対象
にしたプロジェクトを考え
ないといけないですね。２
人の話を聞いて、素敵なお
母さんたちだなって感じま
した。きっと同じように感
じるお母さんたちもいると
思う。つまり、娘にいろい
ろ話していこうというお母
さんが出てくると。それに
成人式で検診の啓発ができ
ると良いですね。結婚式
も良いかも知れません。い
ろいろ相談にいく中で、健
康、子宮頸がんについて情
報を伝えていく。たとえば
私たち女子大生リボンムー
ブメントからのプレゼント
です、と言って子宮頸がん
の冊子を贈るとか。
　「伝えることって、難し
いですね。いつも反省ばか
りです」
　−私も講演会によく来

アグネスさん

新井さん
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者・家族支援のための寄付
を伴う。それだけに、ルー
ルを守って慎重を期す部分
と、大胆かつ独創的な企画
で楽しみ学ぶおもしろさも
ある。全国、そして国際的
な支援をみんなで進める。
シーズンオフは、こうした
理念を確かめあう時期でも
ある。なぜ歩くか、なぜ寄
付を募るか、できれば今年
国内で開かれるだろう35
カ所から40カ所ほどの開
催地に参加する全員が、理
念を知っていてほしい。そ
の学ぶ作業が春から夏、秋
にかけても続いていく。

るという。すでに各地のリ
レー・フォー・ライフの会場
を訪れて心構えを学んでき
た。
　宮崎県延岡市では、県立
病院を中心に病院内外の有
志が、ぜひ開催をと熱望す
る患者さんの気持ちを受け

　2012年の初開催は７、
８か所にはなる見込み。そ
の一つ、兵庫県の但馬は雪
が舞い散る昨年12月には
すでに呼びかけを始めた。
口づてで一人一人に説明を
して協力を頼み、徐々に理
解が深まっている。行政の
協力申し出もあり雰囲気が
盛り上がろうとしている。
　長野県では、松本市と長
野市でそれぞれ実行委員会
が計画し、一挙に２か所に
なりそうだ。松本は、５年
間闘病した患者実行委員長
の呼びかけに仲間が応える
形で、昨年秋から始動し
た。幼なじみや職場の友人
の支えで目下、中核の組織
づくりが進み、長野ではい
くつかの団体が呼びかけ
て、これも理解を深めても
らう作業が盛んに行われて
いる。１月下旬から本格始
動する計画で動きだした。
両実行委員会とも協力して
県内で地域連携、啓発を進
めようと連絡を取り合って
いる。
　また、栃木では２年越し
の話が実現に向かう。緩和
ケアに熱心ながん専門医師
と生保団体、健康づくり組
織の有志らによって人脈づ
くりが盛んで、春を待たず
に場所、日程を具体化させ

　今年、最も早く開催を予
定しているのは熊本（５月
12日−13日）だ。昨年秋に
終了してすぐに日程を決め
て準備に入った。町のイベ
ントなどでチラシを手渡す
など参加を呼びかけなが
ら、いち早くチームづくり
を進めてきた。
　熊本にはいま全国のリレ
ー・フォー・ライフの仲間か
ら注目されていることがあ
る。ロウソクだ。昨年の会
場でみんなでメッセージを
送ったルミナリエに使った
ロウソクが燃え残った。
　「もったいない」−。心
をこめて形を整え、匂い、
色を工夫してリサイクルで
つくりあげた＝写真。けっ
して残り物を捨てるのでは
なく、大切に生かそうとい
う取り組みだ。
　続いて翌週は、茨城・つ
くばで開催される。夕日に
向かい美しい姿で飛んでい
ったハト風船、エンプティ
テーブルのバックに届けら
れたあの歌声…昨年のイベ
ントが記憶に残る。芝生の
コースにゆったりとつくら
れたコースで今年も、みん
なが集うことだろう。実行
委員たちのもてなし企画は
これから詰めの調整に入っ
ていく。

　リレー・フォー・ライフ2012の開幕準備が全国で進んでいる。春に開催を予定する地域の実行委員会は
チーム作りや企画に余念がない。夏、秋の開催地でも次々に日程が決まってきた。シーズン幕開けはもう
すぐだ。

～ リレー・フォー・ライフ2012がすでに始動 ～

　横浜、京都などは場所移し　
　新たな挑戦で開催か　

　春を待たずに準備始まる　

て動き出している。具体化
へ向け、患者会、行政、い
くつかの団体が熱い気持ち
を抱いて動き、実行委員会
がつくられた。まもなく日
程や場所などの選定に入り
そうだ。

　何度目かの開催地の中に
は、場所が変わるところも
ありそうだ。すでに内定し
た場所がいくつか出てい
る。その中で、横浜では誰
もが知る海沿いの山下公
園、京都は駅のそばにある
梅小路公園での開催が内定
した。すでになじみがある
会場でもそのまま開催を続
けるか、それとも今年は移
動するか、実行委員の集ま
り具合を見ながら調整して
いく。
　リレー・フォー・ライフ
は、夜通し、ルミナリエ、
啓発などの基準を元に、患

幕開けへ向けて準備進む
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ることで認知度があがり、
支援者・協力者が増えてき
た」「RFLという活動とそ
の意義についても参加した
ことがきっかけで認知され
てきたことを実感してい
る」と継続の大切さを口ぐ
ちに語った。

きになった。祖父母をがん
で亡くしているので、もっ
とがんについて学びたい」
と話した。昨年好評だった
「青空がん教室」には子ども
も大人も一緒に参加、○×
クイズでがんのことを楽し
く学んでいた。
　沖縄でのリレーは３回
目。実行委員たちは「続け

　2011年のリレーのシー
ズンを締めくくる「リレー･
フォー･ライフinうちな～」
が12月10、11日、約1400
人が参加して沖縄・北谷公
園陸上競技場で開催され
た。海から冷たい風が吹
き、小雨の交る寒さの中、
子どもたちのエイサーを先
頭にサバイバーたちは元気
にたすきをつないだ。
　開会式では、実行委員会
を支援する個人・団体に感
謝の意を示す「グッドサポ
ーター賞」の表彰が行われ、
日本対がん協会の箱島信一
理事長が感謝状を贈った。
　参加者たちが歩き続ける
中、ステージでは、ミュー
ジシャンたちが「うちな～
言葉」で軽妙なトークをし、
笑いが絶えない。演奏に合
わせて参加者も一緒に踊る
など、和やかな雰囲気の
「癒しのリレー」が繰り広げ

られた。競技場内の一画で
は専門医が乳がんについて
わかりやすく話し、参加者
たちはメモをとりながら熱
心に耳を傾けた。
　特徴的だったのが子ども
や若者の参加だった。ボラ
ンティアの高校生は「（真栄
田）絵麻さん（実行委員長）
の講演会で知り合って大好

リレー･フォー･ライフinうちな～
2011年のシーズンを締めくくるリレー　沖縄で開催

　リレー・フォー・ライフに
参加するボランティアの方
たちとともに、作ってきた
新たな企画が今春、日本癌
学会と始まる。日本のがん
研究最前線で日夜研究に励
む研究者に全国のリレー・
フォー・ライフで集めた寄
付を資金助成する仕組み
だ。題して、「プロジェク
ト未来研究助成金」と呼ば
れる。
　昨年は５カ所の会場を研
究者が訪れて、テントや舞
台でマイクを握り、最新の
研究の様子が生の声で語ら
れた。それは、患者・家族

めの奨学金支援、がん無料
相談や検診率向上のための
資金充当などとともに、寄
付の使われ方の中心になる
のが、このプロジェクト未
来になる。
　国内のリレー・フォー・ラ
イフは2007年の正式開幕
当時から、リレー・フォー・
ライフ独自の使い途を模索
してきた。研究支援はアメ
リカでも全米のリレー・フ
ォー・ライフで集まった寄
付の４割程度が充てられて
いる。日本でもこのスタイ
ルに近づく。多くのボラン
ティアの方々との協議、全
国の了解という過程を経て
導入され、がんを減らし少
しでも快適な暮らしをする

と研究者の距離をぐんと縮
めたが、次の段階として、
研究への支援が始まる。学
会とリレー・フォー・ライフ
を実際に行うボランティア
の代表が審査会をつくり、
広く公募して寄せられたい
くつかの研究を同じ席で審
議する。新薬や治療開発へ
の思いを込めて未来へ向け
て選択をし、支援をする仕
組みだ。
　毎年の開催後に全国の実
行委員会を通して寄せられ
る寄付の一部が、これに充
てられる。若手医師が国内
外の専門病院で勉強するた

ため、リレー・フォー・ライ
フに賛同した人々の気持ち
を託すことになる。
　一方、きちんとした開催
を進めるため、趣旨を徹底
し、地域で戸惑ったときに
相談をする窓口として「ブ
ロック・スタッフ」が登場す
る。全国を９地区に分け、
すでに複数開催地域にリー
ダー的な人物を協会がお願
いすることで、指導、相談
態勢を充実させようという
試みだ。まず７人がスタッ
フになる。開催数が増える
につれてスタッフ数も多く
なり、将来は一人が居住地
周辺の５カ所ほどを総括す
る姿を描いてその一歩を踏
み出すことになる。

　態勢強化、新薬研究への　
　助成活動も実施へ　

冷たい風を切って元気に歩くサ
バイバーたち
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上原さん、馬場さん、藤本さんの３プロが
ピンクリボン・チャリティトーク

スタージュエリーブティックスが今年もほほえみ基金へ寄付を
◆ スタージュエリーがピンクリボン運動で ◆

　乳がん征圧をめざすピン
クリボン運動を支援するゴ
ルフ専門ＴＶの「ジュピタ

がだいぶ浸透してきたと思
う」と話した。
　トークショーに続いて３
選手によるチャリティオー
クションが行われ、その売
り上げ122万7000円が日本
対がん協会に寄付された。
ほかにもチャリティコンペ
での寄付金14万7000円が
上原さん、馬場さん、藤本
さんから寄付された。

ーゴルフネットワーク」（東
京都港区）は12月15日、
「ゴルフネットワーク	ピン

　参加したのは、上原彩子
さん、馬場ゆかりさん、藤
本麻子さん。
　試合のことから普段の生
活、健康管理など、トーク
は様々なテーマに及んだ。
早くからピンクリボン活動
に興味を持ち、活動を続け
る上原さんは「最初は乳が
んのこともよく知らなかっ
た。今はピンクリボン運動

　若い女性に人気のジュエ
リーブランド、スタージュ
エリーを展開するスタージ
ュエリーブティックス（横
浜市中区元町）は10月の乳
がん月間に合わせてキャン
ペーンを展開。全国のショ
ップで販売したオリジナル

ジュエリーポーチの売り上
げ109万円を日本対がん協
会の「乳がんをなくす　ほ
ほえみ基金」に寄付した。
　同社は女性社員の乳がん
検診受診を積極的に促進。
意識の向上を図るととも
に、より多くの人々にピン

クリボン運動を
広げようと活動
している。昨年
度にはショップ
をピンクにラッ
ピングしてピン
クリボン運動を
アピールした。

「できることから始めたい」　　ホクト株式会社

プロゴルファーの上原彩子さんが今年も寄付
箱島理事長から感謝状

　プロゴルファーの上原彩子さんが12月13日に、東京・有楽町の日本対がん
協会を訪れ、約83万円を寄付した。「１人でも多くの女性に乳がん検診を受
けてほしい」と話す上原さんに、箱島信一理事長が感謝状を贈った＝写真。
　上原さんは2004年から、バーディ１つにつき1000円、１勝につき10万円
を対がん協会に寄付している。2011年は249バーディと１勝を挙げた。これ
に自動販売機を通じた「ゆび募金」の一部を合わせて寄付した。
　2004年以来のバーディは計1821個。２年前に父親を腎臓がんで亡くした
上原さんは「これからも活動を続けたい」と話している。

　独自に品種改良した白い
ブナシメジ、ブナピーを通
じてピンクリボン活動を続
けるホクト（長野市）の小松
茂樹専務取締役らが11月
25日、日本対がん協会を
訪れ「乳がんをなくす　ほ
ほえみ基金」に寄付をした。
　この活動は３年目。ほか
にも各地のスーパーなどで

ピンクリボンフェアを実
施。対がん協会が主催する
ピンクリボンデザイン大賞
に協賛したり、ピンクリボ
ンスマイルウオークに参加
したりしている。地元・長
野の産業フェアでは対がん
協会長野県支部とともに乳
がんのセルフチェックの講
習、検診車による乳がん検

診を行ってい
る。同社はＨＰ
で「女性の皆様
が元気ではつら
つとした毎日を
送っていただく
ことができるよ
う、お手伝いが
できれば幸いで
す」と語る。

（左から）石井政士社長、藤本麻子さん、馬場
ゆかりさん、上原彩子さん、塩見知司・日本
対がん協会事務局長

日本対がん協会の塩見知司事務局長から感謝状
を贈られる小松茂樹・ホクト専務取締役（右）

日本対がん協会の平田治事務局次長から感
謝状を贈られる永井あおい・スタージュエ
リーブティックス常務取締役（左）

クリボン	チャリテ
ィトーク	 2011」を
東京・恵比寿の恵比
寿ザ・ガーデンルー
ムで開催。３人の女
子プロたちが健康な
どをテーマに語り合
った。


