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内
容

３面　がんによる死亡は35万7185人（概数）　2011年
４〜５面　「リレー・フォー・ライフ　ジャパン
　　　　　2012」開幕
６面　メスキュード医療安全基金から315万の寄付

ピンクリボンフェスティバル
８面　がん相談ホットラインより

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

　日本対がん協会は、現
時点で最適と考えられる
がん検診のあり方を考え
る「がん検診委員会」を設
けた。対象は、国が指針
で推奨する胃、肺、大腸、
乳、子宮頸の５つのがん検
診。まず、胃がんと子宮頸
がん検診ワーキンググルー
プ（WG）を委員会内に設置
し、対がん協会グループ支
部で実施する検診の状況を
調べたり、内外の研究報告
を分析したりする。９月の
がん征圧全国大会記念シン
ポジウムで支部を交えて議
論を深め、来年の全国大会
で考え方を報告する予定。
　厚生労働省が設けたがん
検診の検討会も最初に子宮
頸がん検診をとり上げる。
今の標準的な方法である細
胞診と、HPV−DNAテス
トの併用について検討。次
いで胃がん検診がテーマに
なると見込まれる。対がん
協会では、厚労省の検討会
での議論と連携する形で、

策を含めて調査を行うこと
を決めた。
　がん検診は、その検診を
行うことで一定の集団にお
けるがんの死亡率や罹患率
が減ることが科学的に検証
されていること▽精度管理
された適切な方法で行うこ
と▽多くの人たちを対象に
行うこと−が基本だ。
　WGでは、こうした視点
から検討を重ね、さらに１
年ほどかけて検討を重ね
る。
　子宮頸がん検診WGもメ
ンバーが固まり、近く第一
回目の会合を開催。胃がん
と同様の調査を行うことを
議論する。

検診機関としての考えを示
す方針だ。
　対がん協会の胃がん検診
WGは５月25日に第一回目
の会合を開催し、自由に意
見を交わした。
　胃がん検診は、40歳以
上を対象に年に１回、問
診とＸ線間接撮影を行うの
が標準。ただ、高齢者を中
心に、バリウムの誤嚥、便
秘、装置からの転落などの
偶発症の心配があり、対が
ん協会のブロック会議でも
課題になっている。画像を
読める医師が少なくなると
いった懸念もある、胃がん
とヘリコバクター・ピロリ
の関係が明らかになってき

たことから、胃の萎縮の度
合いを示すペプシノゲンや
ヘリコバクター・ピロリ抗
体を調べて胃がんのリスク
を判定する検査も広がって
おり、積極的な発言が相次
いだ。
　検診受診率向上に向けた
対策、内視鏡検査の普及ぶ
りとその精度、マンパワー
など、検査の受け皿の整備
にも話題が及んだ。
　WGでは、胃がん検診の
実情を把握するため、対が
ん協会の支部の協力を求め
てアンケートをするほか、
全国の自治体に対しても、
どんな検診を行っているか
などについて、受診率向上

がん検診の手法は何が最適か
科学的根拠、世界の潮流などを検討　対がん協会ががん検診委員会設置

胃がん検診WGのメンバー（◎が座長）
　　一瀬雅夫・和歌山県立医科大学教授
　　小川敬子・武蔵野大学看護学部講師
　　北川晋二・福岡県すこやか健康事業団本部付設クリニック診療統括本部長
　◎渋谷大助・宮城県対がん協会検診センター所長
　　高橋久子・宮城県対がん協会看護科技術専門監・保健師
　　松田一夫・福井県健康管理協会県民健康センター所長
　　西野善一・宮城県立がんセンター研究所がん疫学・予防研究部部長
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　「『ABC検診』は胃がんのスクリーニングではなく、リスク判定」−熊本市で６月１、２日に開催された「日本消化
器がん検診学会」（会長、土亀直俊・熊本県総合保健センター所長）で、胃がん検診への導入が一部にみられる「ABC検
診」が取り上げられた。「有用性」を指摘する発表がある一方で、「偽陰性」の問題が指摘されたり、「低リスクと評価さ
れた人からも胃がんが発症する」ことが報告されたりするなど、現時点ではまだ科学的根拠に乏しいことが浮き彫り
になった。用意したスライドで「検診」と表記していた研究者も議論を受けて「分類」とか、「リスク判定」と言い換える
ケースが目立った。

「『ABC検診』とは呼ばない」
実践例の報告に、「まだ試験的だ」との指摘も　

胃がん検診めぐり様々な議論
消化器がん検診学会　

　この手法は、胃がんの原
因とされるピロリ菌（Hp）
の感染の有無と、萎縮性胃
炎の状況を表すペプシノゲ
ン（PG）値との組み合わせ
で胃がん発症のリスクを判
定するもの。
　血液検査でHp抗体と、
PG値を測り、Ａ群（ともに
陰性）、Ｂ群（PG陰性、Hp
陽性）、Ｃ群（PG陽性、Hp
陽性・陰性）に分ける（PG陽
性、Hp陰性をＤ群とも言
う）。
　「Ａ→Ｃ」となるにつれ胃
がん発症のリスクが「低→
高」になると報告されたこ
とから注目され、「ABC検
診」とか、「ABCリスク検
診」などと呼ばれて人間ド

い」という声も強かった。
　消化器がん検診学会のシ
ンポジウムや研究会での議
論では「ABC分類はあくま
でもリスク評価であって検
診ではない。ABC検診と
いう名称は誤解を招く」と
の指摘に明確に反対する声
はなく、対策型検診への導
入は時期尚早だということ
がくっきりした形だ。

た。これに対し、「（対象
の）集約化は大切だが、現
時点では画像診断と組み合
わせた方がいい。リスク判
定はまだ試験的だ」という
指摘があった。
　その理由として、胃がん
がほとんど発症しないとさ
れる「Ａ群」と判定する際、

　「胃がんリスク評価に関
する研究会」でも同様の指
摘が相次いだ。
　Ｂ群の中にもリスクの差
によってさらに２つの群に
分ける必要性が指摘された
ほか、「画像診断の裏付け
が重要だし、受診者のリス
クをきちんと管理するシス
テムが欠かせない」という
意見もあった。
　「ABC分類、内視鏡検査
がスクリーニングで、生検
が精密検査ととらえるべき
だが、内視鏡検査には精度
やマンパワーの問題があ
る」「疫学的評価が必要で市
町村事業で行うべきではな

　　「ABC検診」が一部に導入

　　「ABC」はリスク分類

　　不足している疫学的評価

ックなどの任意型検診で利
用されてきている。
　一部の自治体では胃がん
の検診（住民検診）に導入さ
れている。とくに、Hpの
感染率が低い若い世代が壮
年になる数十年後には胃が
んが激減すると予想される
ことや、Hp除菌による胃
がんの発症予防との関連で
も関心が寄せられている。
　消化器がん検診学会で
は、「胃がん検診の将来へ
の展望」と題したシンポジ
ウムで様々な発表があっ
た。学会が附置研究会とし
て設けた「胃がんリスク評
価に関する研究会」も第一
回目の会合を開催し、議論
した。

んが見つかることも少なく
ないほか、除菌がきちんと
行われたかどうかを確認さ
れないケースもあるなど、
胃がん予防をめぐる状況に
「混乱がある」ことも問題を
複雑にしている。
　早くから「ABC分類」を
用いて「胃の健康度を診断」
してきた医師は「これでが
んを見つけることはでき
ず、あくまでもリスク判定
だ」と指摘した。

　シンポジウムでは、事業
所での定期検診で「ABC検
診」を行い、Ｃ群とＤ群に
対して極細径内視鏡検査を
実施、早期の胃がんを発見
したケースが発表された。
　「ハイリスク群を抽出し
て精密検査をすることにな
り、効率的だ」と説明され

現在のHp抗体の検査では
「偽陰性」があることや、
Hpを「除菌」した人も「陰
性」とされることがあった
り、「Ａ群」でもがんが見つ
かるという報告もあったり
することが挙げられた。
　「（現在多く用いられてい
る検査法では）Ａ群の中に、
本当は感染している人と、
本当に感染していない人が
混在している」との指摘も
あった。
　また「除菌」した人からが

　「対がん協会報」第
584号の２面の小見
出しに「受信者の年
齢など」とあるのは
「受診者の年齢など」
の誤りでした。訂正
します。

《 訂正 》
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　厚生労働省は６月５日付
で2011年の人口動態統計
（概数）を発表した。がん
（悪性新生物）による死亡は
35万7185人で、2010年（確
定）より3683人増えた。
　全体の死亡数は125万
3463人で2010年より５万
6451人と大幅な増加とな
った。このため、がんによ
る死亡の占める割合は
28.5%と、2010年よりもわ
ずかに下がったが、1981
年以来、死因の第一位が続
いている。続いて多いのが
心疾患の1 9万 4 7 6 1人
（15.5%）。第３位は肺炎の

12万4652人（9.9%）。脳血
管疾患が12万3784人で４
位に。これまでの３位と４
位が入れかわった。
　全体の死亡数のうち、が
んによる死亡の占める割合
を年齢階級別にみると、男
性では30代前半から増え
始め、40代後半で最も多
くを占めるようになり、
60代後半でピークとなっ
ている。女性の場合は増え
始めるのが20代後半から。
30代後半で最も多くを占
めるようになり、ピークは
50代後半になっている。
　乳がん、子宮頸がんとい

男性のがんによる死亡の第
一位となっている。胃がん
は３万2776人（2010年より
167人減）、大腸がん２万
4855人（同934人増）、肝臓
がん２万965人（同545人
減）となっている。
　女性では、最も多いのが
大腸がんで20879人（同562
人増）。次いで肺がんの
１万9505人（同87人増）。
胃がん１万7041人（同152
人減）、乳がん１万2730人
（同275人増）、肝臓がん
１万902人（同353人減）な
どとなっている。

った女性特有のがんの影響
で女性は男性よりも若くし
てがんが増える傾向にあ
り、50代と60代前半で亡
くなる女性の半数以上をが
んが占めている。
　がんは高齢化とともに増
えるとはいえ、年齢階級別
の死亡原因をみると、若い
世代のがんによる死亡が目
立ち、その対策の重要性が
浮き彫りになっている。
　主な臓器別にみると、男
性は肺がんが最も多くて
５万767人。2010年より
372人増えた。1995年に胃
がんを上回って以来ずっと

がんによる死亡は35万7185人
2011年の厚生労働省・人口動態統計（概数）　前年より3683人の増加

がんの主な部位別死亡率（人口10万対）の年次推移

がんの主な部位別にみた死亡数・死亡率（人口10万対）
部位 昭和40年 50 60 平成7年 17 20 21 22 23

男
胃 28 636 30 403 30 146 32 015 32 643 32 973 32 776 32 943 32 776
肝 5 006 6 677 13 780 22 773 23 203 22 332 21 637 21 510 20 965
肺 5 404 10 711 20 837 33 389 45 189 48 610 49 035 50 395 50 767

大腸 3 265 5 799 10 112 17 312 22 146 23 419 22 762 23 921 24 855
女

胃 17 749 19 454 18 756 18 061 17 668 17 187 17 241 17 193 17 041
肝 3 499 3 696 5 192 8 934 11 065 11 333 11 088 11 255 10 902
肺 2 321 4 048 7 753 12 356 16 874 18 239 18 548 19 418 19 505

乳房 1 966 3 262 4 922 7 763 10 721 11 797 11 918 12 455 12 730
子宮 6 689 6 075 4 912 4 865 5 381 5 709 5 524 5 930 6 071
大腸 3 335 5 654 8 926 13 962 18 684 19 592 19 672 20 317 20 879

男
胃 59.4 55.6 51.1 52.6 53.0 53.7 53.4 53.5 53.3
肝 10.4 12.2 23.3 37.4 37.7 36.4 35.3 34.9 34.1
肺 11.2 19.6 35.3 54.8 73.3 79.1 79.9 81.8 82.6

大腸 6.8 10.6 17.1 28.4 35.9 38.1 37.1 38.9 40.4
女

胃 35.5 34.4 30.6 28.5 27.4 26.6 26.7 26.5 26.3
肝 7.0 6.5 8.5 14.1 17.1 17.6 17.2 17.4 16.8
肺 4.6 7.2 12.7 19.5 26.1 28.3 28.8 30.0 30.1

乳房 3.9 5.8 8.0 12.2 16.6 18.3 18.5 19.2 19.7
子宮 13.4 10.7 8.0 7.7 8.3 8.8 8.6 9.1 9.4
大腸 6.7 10.0 14.6 22.0 28.9 30.4 30.5 31.3 32.3

注：大腸の悪性新生物は、結腸の悪性新生物と直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物を示す。

いずれも厚生労働省人口動態統計（概数）より
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　好天に恵まれて熊本市の
白川公園で開催された「リ
レー・フォー・ライフくまも
と2012」には20チーム720
人が参加した。
　熊本県警音楽隊が「くま
モン体操」などお馴染の曲
を演奏した後、大会会長の
福田稠・熊本県総合保健セ
ンター理事長、日隈忍実行
委員長が開会のあいさつを
し、サバイバーズウオーク
へ。今年は県民の健康づく
りを応援する「Aso坊健太
くん」も加わった。
　県内の「がんサロン」を紹
介し、交流するテントも設
けられ、昨年の実行委員長
を中心に個人で参加した人
たちに積極的に声をかけて
いた。その「がんサロン」
が、公園内の茶室で「お抹
茶チャリティ」として開催
され、抹茶と和菓子が振る

　リレー・フォー・ライフ（RFL）が始まった。５月12、13日は熊本、１週間後の19、20日には、昨年の震災
で大きな被害を受けた茨城で開催され、多くの仲間が顔をそろえた。今年は長野県内で２カ所が新たに加わ
ったり、大阪でも初開催が決まったりするなど、40カ所近く、47都道府県の過半数での開催が見込まれる。
９月の日本癌学会学術総会（札幌）、10月の日本癌治療学会学術総会（横浜）でもリレーのことを紹介する企
画が予定されるなど、日本のRFLが学術団体との連携を深める年になりそうだ。

のサロンが開かれた。その
他、働き＆子育て世代のた
めのがんサロンも開催され
るなど、青空がんサロンが
盛況だった。
　サバイバー歴最長の女性
にメダルを授与する表彰な
どがあり、最後に実行委員
長が「来年も開催します！
また会いましょう！」と力
強く宣言し閉会した。
　今年が２回目の熊本の
RFL。サバイバーたちか
ら「人生、のさっとります」
「のさいもん」という熊本弁
を教えてもらった。「恵まれ
る」という意味だが「がん
になって得たものがある」
とか「がんに負けずに前向
きに生きていく」といった
感じで使われていたように
聞こえた。今年２回目を迎
えた「くまもと」のRFLは、
そんな熊本の人たちの県民
性が表れているような気が
した。（日本対がん協会RFL
担当　是沢聡子）

舞われた。同時に寄付も募
り、お茶をいただきなが
ら、がん患者支援を考える
ひと時となった。
　専門医の講演は１日２
回。参加者たちは木陰に集
ってモニター画面を見なが
ら、がんのことを学んだ。
医師の話が続く間はステー
ジのプログラムは休止し、
歩きながらでも耳を傾ける
ことができるよう、配慮さ
れていた。
　感動を呼んだのは、昨年
に引き続いて実施された
「サバイバーズトーク」。サ
バイバーや家族、医療者
ら、さまざまな立場の人が
それぞれの想いを語った。
ケアギバーからは、同じ体
験は出来ないけれど一緒に
笑ってあげられる「ともに
笑いあい、支え合う」社会が
実現するための役割を

葉は、ともに重かった。
　夕方になり、ルミナリエ
に灯りがともる。竹で作っ
たHOPEの文字が浮かん
だ。一つひとつに刻み込ま
れたメッセージに目を通し
ながら歩みを進めた。
　翌日は実行委員のアイデ
アでステージ前にブルーシ
ートが敷かれ、会場内のサ
バイバーに呼び掛け部位別

リレー・フォー・ライフ　ジャパン2012がスタート ５月に熊本・茨城で開催

リレー・フォー・ライフin茨城では、ハトの形をした白いエコバルーン
が青空に放たれた＝茨城県つくば市

「今年も笑顔で」。サバイバーズラップを刻む参加者たち＝熊本市

RFLが担ってほ
しい、というメッ
セージが伝えられ
た。
　最後に、３カ月
早く見つかってい
たら完治したかも
しれないというサ
バイバーの「もっ
と早く検診をうけ
ておけば……」と
いう言葉、そして
支える妻の「共に
生きる大切な人の
ために検診をうけ
るべき」という言
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　リレー・フォー・ライフ
（RFL）運営のノウハウを
「本場」米国のトレーナーに
学ぼう−米国対がん協会
（ACS）による講習会が４
月28～30日の３日間、東
京・有楽町の有楽町朝日ホ
ールなどで開催された。昨
春に企画されたが、東日本
大震災で延期された。来日
したACSのトレーナーが、
新たにRFLの運営に加わ
った実行委員や、各地の実
行委の相談にのるブロック
スタッフに、RFLの基本
的な考え方や、運営方法な
どをゲーム感覚で丁寧に伝
えた。
　各地の実行委員会と日本
対がん協会が開くリレーは
年を追って増えている。日
本対がん協会では、全国を
７つのブロックにわけて、
その地域の実行委の相談に
のる「ブロックスタッフ」の
育成を進めている。28日
は、そんなブロックスタッ

促進させることが、「がん
患者・家族支援」につなが
る。それがRFLに集う人
たちの希望でもある。
　助成金は今年度、１件あ
たり最高300万円（総額
1500万円以内）。米国では
年に5000カ所を超す場所
でRFLを開催し、600億円
もの寄付を集める。それと
は比べるべくもないが、少
しでも近づくには、RFL
のブランド化を図りつつ、
１カ所でも多くの開催を目
指すことが欠かせない。

フのトレーニングが目的
で、全国から22人が参加。
28、29日は実行委員長ら
約60人が集まった。
　講習会で重点が置かれた
のは、「RFL発展のための
６つのＤ」だった。リーダ
ーシップ、チーム、サバイ
バー、イベント、寄付金集
め、啓発の６つの面でそれ
ぞれに戦略を立てて取り組
んでいくことの大切さが指
摘された。参加者たちはグ
ループに分かれ、それぞれ
与えられたテーマごとに知

トとの差別化を図るため
に、RFLに寄せられた寄
付金がどのように使われて
いるのかを、参加チームの
キャプテンレベルが説明で
きなくてはならない、と力
説した。
　その「使い道」として、日
本対がん協会は今年度、が
ん研究を支援する「リレー・
フォー・ライフ　プロジェ
クト未来」研究助成金を設
けた（申請を受け付け中。
締め切りは６月末）。治療
法の研究・開発を少しでも

ACSのリレー講習会に全国から80人
チーム作り、寄付集めなどに戦略を

アメリカ対がん協会の講習会に参加したRFLの実行委員らは、RFLの運営などを
楽しく学んだ。前列中央の２人がACSから来たアイリス（左）とマイケル

５月
　熊本 12（土）～13（日） 白川公園
　茨城 19（土）～20（日） つくば市研究学園駅前公園

８月
　いしかり ４（土）～５（日） 野幌総合運動公園
　函館 25（土）～26（日） 函館市緑の島
　室蘭 25（土）～26（日） 道の駅「みたら室蘭」隣接ひろば
●愛知　一宮 25（土）～26（日） 愛知県一宮総合運動場

９月

●松本 １（土）～２（日） 信州スカイパーク内
「やまびこドーム」

　福島 １（土）～２（日） 公立大学法人福島県立
医科大学　体育館

　埼玉 ８（土）～９（日） さいたま市農業者
トレーニングセンター「緑の広場」

　兵庫　芦屋 ８（土）～９（日） 芦屋川西運動場
　福井　市内 ８（土）～９（日） 「ふくい健康の森」　

●岩手　一関 15（土）～16（日） 観自在王院跡
（平泉・毛通寺前、世界遺産の一部）

　埼玉　川越 15（土）～16（日） 川越水上公園芝生広場
●栃木 15（土）～16（日） 宇都宮城址公園
　横浜 15（土）～16（日） 山下公園
　千葉 15（土）～16（日） 八千代市総合運動公園多目的広場
　京都 15（土）～16（日） 梅小路公園芝生広場＆緑の館
　大分 15（土）～16（日） スポーツ公園「大芝生広場」

リレー・フォー・ライフ2012　開催日程
（●新規）

（＊計37カ所で開催）

　福岡 15（土）～16（日） 海の中道海浜公園・光と風の広場

●宮崎　延岡 15（土）～16（日） 北川運動公園
（雨天時：北川運動公園体育館）

●鹿児島 15（土）～16（日） ウォーターフロントパーク
（鹿児島市）　三好綾さん

　宮城 15（土）～16（日） 富谷町役場前広場
●兵庫　但馬 16（日）～17（月） 兵庫県立但馬ドーム
●大阪　貝塚 22（祝）～23（日） 大阪府営二色の浜公園「球技広場」
　静岡　長泉 22（祝）～23（日） 旧長泉高校グラウンド

　広島　福山 22（祝）～23（日） 福山すこやかセンター・
市立東中学校東グランド

　愛知　岡崎 29（土）～30（日） 暮らしの杜（JR岡崎駅東口）
●徳島市 29（土）～30（日） 新町川水際公園周辺
　熊本　玉名 ９月開催予定
●東京　立川 ９月開催予定

10月
　高知 ６（土）～７（日） 城西公園
　徳島　小松島 ６（土）～７（日） 小松島しおかぜ公園

　愛媛 13（土）～14（日） 城山公園堀之内地区
ふれあい交流広場

●長野 13（土）～14（日） 長野市城山公園ふれあい広場

●岐阜 13（土）～14（土） 岐阜大学医学部附属病院
ホスピタルパーク

　東京 13（土）～14（土） 芝公園
　沖縄 期日未定 北谷公園陸上競技場

恵を出し合って活
動計画を練った。
また世界各地の
RFLの様子も写
真や映像で紹介さ
れた。
　ACSのトレー
ナー、アイリスさ
んはRFLのブラ
ンド化の重要性を
強く訴えた。他の
チャリティイベン
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メスキュード医療安全基金から寄付を受ける５団体の代表者（前列）と小宮山大臣ら
（前列左端が塩見・日本対がん協会事務局長）

　日本対がん協会が厚生労
働省から委託されて進める
「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」の運営委員会が４
月27日に東京都内で開か
れた。
　がん患者が直面する様々
な問題の相談に、がん体験
者やその家族が「ピアサポ
ーター」として自らの体験
を踏まえて対応できるよう
になってもらうための研修
プログラムを作る事業で、

　研修プログラムは、初
級、中級、上級の３編に分
かれている。今年度は初級
編を作り、それによる研修
を試行し、修正するべき点
を洗い出す。この秋にシン
ポジウムを開くことも了承
された。
　今年度は運営委員会のほ
かに評価委員会が設けら
れ、研修プログラムの内容
を確認・検証を行う。

今年度が２年目。
　事業は、昨年度の策定内
容を引き継いで議論をす
る。27日は、前年度から
引き続いて委員長を務める
天野慎介・グループネクサ
ス理事長がプログラムの骨
子やスケジュールなどを説
明。テキストの補助教材と
して、研修を受ける人たち
に分かりやすく説明するた
めのDVD活用などについ
て意見を交わした。
　愛媛内でがんピアサポー

ト活動を行っている松本陽
子委員から、ピアサポート
活動の「限界」について学ぶ
ことの重要性が指摘され
た。
　ピアサポート活動は診療
行為ではないため、がん患
者の病状の判断や、それに
応じた個別の治療内容に関
するアドバイスはできな
い。こうした点も十分に理
解して活動しないと、ピア
サポート活動への信頼を損
なうことになる。

　注射針などの医療廃棄物
を処理する企業グループが
設けた「メスキュード医療
安全基金」の今年度の寄付
先が、ピンクリボンフェス
ティバル（事務局＝日本対
がん協会）など５団体に決
まった。６月４日に小宮山
洋子厚労大臣も出席して厚
生労働省で行われた贈呈式
で、日本対がん協会の塩見
知司事務局長が、同基金の
高島浩司副理事長から315
万円の寄付の目録を贈られ
た。
　小宮山厚労大臣が「いま
医療への安心、安全が一層
求められている。厚労省も
社会保障の一体改革の中で
取り組んでいる」などとあ
いさつ。坂口力・元厚労大
臣は、この基金が10年前
に創設されたころからかか
わってきたことに触れ、
「当時、３年は続けてほし
い、とお願いした。それが

理に役立てようとメスキュ
ードシステムを構築。その
取扱量に応じて一定額を基
金として積み立て、2002
年から毎年、医療の発展や
国民の健康に資する活動を
している団体などに寄付を
している。

今年度10回目を迎えた」と
感慨深く話し、お礼を述べ
た。
　高島副理事長は「従業員
も仕事を通じて社会に貢献
しているという意識をもっ
ている。来年もこのような
機会が持てるよう、頑張っ

ていきたい」と話していた。
　この基金は、鉄を溶かす
電気炉業に携わる共英製鋼
グループが設けた。注射器
の不法投棄や針刺し事故な
ど医療廃棄物によるトラブ
ルが相次いだことを受け、
この技術を医療用廃棄物処

初級編の研修プログラムを用いた試験的運用へ
ピアサポーター養成の研修プログラム策定　　今年度第一回目の運営委員会

ピンクリボンフェスティバルに315万円の寄付
　メスキュード医療安全基金　
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　がんとともに生きる想い
を絵画や写真を通じて表現
しよう−。第２回リリ
ー・オンコロジー・オン・キ
ャンバス・ジャパン「がんと
生きる、わたしの物語」絵
画・写真コンテストの入選
者が４月27日に発表され、
東京都内のホテルで授賞式

にのぼった。
　同じ体験をもつ人に勇気
と希望を与えられるかどう
か、応募者の気持ちが込め
られているかどうか、とい
った点を中心に選考委員会
で審査。両部門でグランプ
リ（各１）、特別賞（各２）、
入選（絵画３、写真２）、佳
作（各２）を選んだ。

が行われた。グランプリに
埼玉県所沢市の後藤弘一さ
んの「遠くに光が!!」（絵画部
門）、新潟県上越市の水谷
徹平さんの「ガラスの壁の
内側から」（写真部門）が選
ばれた。
　患者・家族・支援者らが芸
術を通じて「想い」を表現し

他の人たちと共有すること
でがんとともに生きる前向
きな気持ちをもってもらお
うと、日本イーライリリー
（神戸市）が主催し、日本対
がん協会などが後援してい
る。第２回目の今回は、応
募作品が前回のほぼ２倍に
増え、絵画部門45作品、
写真部門71作品の計116点

がんとともに起きる想いを芸術に　リリー・オンコロジー・オン・キャンバス・ジャパン
　　グランプリは埼玉県の後藤弘一さん（絵画）と新潟県の水谷徹平さん（写真）　　

◆◆◆◆ グランプリ ◆◆◆◆

　腹痛があり、病院にかか
ったあの夏の日。「薬を飲ん
で安静に…」という心づも
りは、「五年生存率三割」と
いう宣告に覆されました。
診断名、急性骨髄性白血病
顆粒球肉腫。
　小学校教師として、三歳
の娘と妻のお腹に授かった
子の親として、信じていた
明日はあっさり崩れまし
た。ガラスの壁に囲まれた
クリーンルームで始まっ
た、抗癌剤と放射線による
治療。娘に触れさえできな
い現実。まだ見ぬ我が子を
抱くことはないかもしれな
い…。腫瘍切除手術を経
て、自家移植に向かう中
で、痛みや副作用ととも
に、大切な人を残していく
かもしれない恐怖と過ごす
日々でした。
　病棟で出会った小児白血

壁の内側での教え子の多く
がいのちを輝かせ、生を終
えていきました。再発に怯
えもするけれど、生き残っ
た者として、今の自分の場
所で、いのちと向き合い、
つながりを大切にできる子
どもを育みたいと思いま
す。共に闘った、小さいけ
れど勇敢な戦友たちの輝き
に負けないように…。

病の子どもたち。闘病生活
を共にする中での「学校に
行きたい」という言葉。教
科書も黒板もない病棟の食
堂で、子どもたちと国語や
理科の授業をしました。今
を受け止め、前に進もうと
している子どもたちの気持
ちとともに、自分が先生と
して人の役に立てる喜びを
感じました。
　入院中の支えは、家族や
友人たちとのつながりでし
た。触れられない娘と、ガ
ラスの壁を挟んでのおしゃ
べり。寝たきりでも、病室
の遥か下の駐車場から手を
振り、メールや電話で戻る
べき場所を示してくれまし
た。
　体内に巣くう白血病細胞
に、人体が耐え得る放射線
と抗癌剤を叩き込んで迎え
た移植。day+４、吐き気

と下痢、頻脈に苛まされる
中、長男誕生。いのちの息
吹につらい時期を乗り切る
希望をもらいました。そし
てガラスの壁の外側へ。季
節は巡り、外は春一色。駆
け寄る娘を、初めて会う息
子を抱きしめ、戻れまし
た。待っていてくれる人の
もとへ…。
　あれから四年。ガラスの

【写真部門】ガラスの壁の内側から　水谷徹平さん

【絵画部門】遠くに光が‼　後藤弘一さん
　「イヤな奴でも仲良くし
てやっか！」
　こんなにイヤな奴とは初
めて知った。今までの私の
幸せな生活の中に突然無断
で入り込み、あちこち荒ら
し回って幸せという文字を
踏みにじったのは昨年の
秋。要精検の報せを受けて
肺の検査を受けたが誰も結
果を教えてくれない。これ
は悪い証拠、ドクターに
「肺がんですね。オペ出来
ますか。」と訊ねると、「手
術は出来ませんが、このが
んには薬が効きます…」と
の答え、悪い所は切ってし
まえばいいさと思っていた
ので当て外れだった。
　簡単には部品交換のきか

達、テニスの仲間、町内の
方々、我が家族達の温かい
励ましの言葉に勇気を頂い
た。感謝するとともに、私
は決してがんには負けない
ことを誓う。

ない生身の身体が80年もっ
たと言うのも不思議な気が
するが、私にはまだまだや
りたい事が一杯ある。イヤ
な奴の勝手にはさせない。
　イヤな奴と戦う心の準備
は出来ている。
　まず一番に自分のがん治
療にベストを尽くして下さ
っている先生、看護スタッ
フを信頼しきること、次に
生き抜く気力、治療に耐え
うる体力を保持する事が大
切、イヤな奴は何をしでか
すか分からない。入院中、
近くの公園に桜を描きに行
った時の事、つばの広い帽
子をかぶって絵を描いてい
た年配の女性が私を見上げ
るようにして言った「長生

　今は希望を持ってイ
ヤな奴と承知の上で仲
良く付き合ってやろう
と思う。機嫌を損ねら
れたら困るのは私自身
だから。
　絵にはがんだと知っ
た時の暗闇から命を預
けうる病院を見つけ、
命を預けうるドクター
とめぐり合い、入院出
来て心の中に光が差し
込んだ時の喜びを頭上
の暗雲、彼方の明るい
光で表したつもり。
　古くからの絵の友

きしてくださいよ、生きて
りゃ楽しいこといっぱいあ
るんだから」と。顔は帽子
に隠れて見えないが仏様の
ような優しい響きが耳に残
っている。
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　がん患者・家族の方々は
様々な悩みに直面していま
す。病状や治療のことが最
大の関心事であるのはもち
ろんですが、毎日の生活の
こともあります。仕事のこ
と、家庭のこと……医師や
看護師に相談しにくいこと
も少なくありません。日本
対がん協会の「がん相談ホ
ットライン」には、たくさ
んの相談が寄せられます。
今月から、日々の活動の中
で、私たち17人の相談員
が感じたことを紹介したい
と思います。まずは、がん
相談ホットラインについて
お話しします。
　私たち相談員は看護師と
社会福祉士です。相談は祝
日を除いて毎日、午前10
時から午後６時まで受けて
います。電話は４回線。８
台のパソコンを駆使してい
ます。相談がスタートした
2006年度は曜日も時間も
限定された中、２人の相談
員が１台の電話と１台のパ
ソコンにかじりつくように
していたころと隔世の感が
あります。
　当時は、がんの電話相談
を実施している機関はほと

がん相談ホットラインの理念
『日本対がん協会がん相談ホットラインは、相談者の言葉に耳を傾け、相談者
が次の一歩を踏み出せるような支援を目指します。』
がん相談ホットラインの使命
▷	相談者が困っていることは何かを一緒に考えます。
▷	相談者の思いや考え、価値観などその人らしさを尊重します。
▷	相談者にとって必要で、信頼できる情報を提供します。
▷	相談者が問題解決できるための行動を具体的に提示します。

んどなく、「がん相
談ホットライン」を
運営するにあたって
相談できる機関もあ
りませんでしたの
で、相談員自身が悩
むときもありまし
た。でもひっきりな
しに鳴る電話に、相
談員としての責任感
の重さを再確認しな

やせば増やすほど、相談が
増える」。そんな印象を受
けています。何度かけても
つながらないという声をい
ただくことも増え、一人で
も多くの方の相談を受けら
れるように態勢を拡充させ
なければいけない−と強
く思います。
　環境は大きく変わりまし
たが、変わらないことが一
つだけあります。それは、
「相談者の声に耳を傾け、

真摯に向き合う」というこ
とです。
　数多く寄せられる相談で
すが、一つとして同じ相談
はありません。これまでの
人生、これから思い描く人
生、価値観、おかれている
状況など、一人ひとり異な
ります。想いを受け止め、
一つひとつの相談を大切に
してきたように、今後もそ
の姿勢を忘れずにしていき
たいと思います。

相談者の想いに寄り添って 「がん相談ホットライン」より

がん相談ホットラインでは、次の一歩を踏み出せるようにと、
日々、相談者の言葉に耳を傾けている

がら受話器を
とり続け、初
年度は1370
件の相談を受
けました。
　その相談件
数は昨年度、
9 1 2 4件と、
６年で約７倍
に増えまし
た。「回線を増


