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天空からピンクの東京スカイツリーが、
地上では12000人が歩きながら乳がん征圧を訴え
ピンクリボン月間、各地で多彩なイベント

ピンクリボン月間の10
月、乳がん征圧を訴える

力で実施された。
ライトアップに先立ち、

クリボン応援団
長」
となったタ

様々な企画が各地で展開さ
すみだリバーサイドホール
れた。東京では、ピンクに
で、アグネスさん、岩瀬拓
ライトアップされた東京ス
士・がん研有明病院乳腺科
カイツリー
（東京都墨田区） 部長、中村清吾・昭和大学
が
「天空」
から乳がん征圧を
教授（乳腺外科）
、垣添忠
アピール。東京・神戸・名古
生・日本対がん協会会長が
屋・仙台の４都市で開催さ 「乳がん征圧アピール」
を発
れたピンクリボンフェステ
表した。
ィバルには多くの市民が参
今年が10回目の開催と
加し、乳がん検診受診を呼
なったピンクリボンフェス
びかけた。
ティバルはピンクリボン月
東京スカイツリーは10
間の中心イベントとして定
月１日にライトアップされ
着。スマイルウオークには
た。午後６時45分、日本
４会場で計約１万２千人
対がん協会ほほえみ大使の
が、シンポジウムは仙台を

レントの山田邦
子さんが早期発
見・早期治療の
大切さを呼びか
けた。１回目か
ら参加している
スポーツキャス
ターの荻原次晴
さんは男性の参
加者が目立ち、
乳がんへの関心
が社会全体に普
及していること
を喜んだ。
７日には有楽

アグネス・チャンさんらが
参加して点灯式。634㍍の
東京スカイツリーがピンク
の光をまとって下町の夜空

除く３会場で開かれ、計約
２千人が参加した。
東京では10月６日、六
本木の東京ミッドタウンを

に浮かび上がった。
ライトアップは、日本対

スタート・ゴールとするス
マイルウオークが行われ

町朝日ホールで
シンポジウム。
アグネスさんが
ご自身の体験を ピンクにライトアップされた東京スカイツリー。

もとに、早期発 634㍍の天空から乳がん征圧をアピールした
見と検診の大切さを語っ
人でも多くの命を救おうと

がん協会と墨田区が共催し
たピンクリボン月間のイベ
ントに連動して東武タワー
スカイツリー株式会社の協

た。約5200人の市民が10
㌔と６㌔のコースに分かれ
て都心を歩きながら乳がん
検診の受診を訴えた。
「ピン

た。
ピンクリボンフェスティ
バルは、検診の受診率を高
め早期発見・早期治療で一

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。

朝日新聞社、日本対がん協
会などが運営委員会を設け
て主催
（厚生労働省や東京
都などが後援）
している。

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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受診押し上げに限界？ 乳がん・子宮頸がん検診無料クーポン券
対がん協会
コール・リコールなど利用促す対策検討へ
日本対がん協会がこのほどまとめた
「がん検診の受診者数とクーポン券の効果に関するアンケート
（2009～
2011年度）
」
で、子宮頸がん検診の受診者数の伸び率が2011年度、減少に転じたことが分かった。乳がんは2010
年度にその傾向があったが、11年度は顕著になった。09年度に国が導入した
「女性特有のがん検診無料クーポン
券・がん検診手帳」
の効果について、全国のグループ支部に協力を求めて実施しているもので、今年度が３回目。
無料クーポン券は、受診者数を押し上げる効果はあったものの、
「さらなる向上」
を図るには、他の対策との連携
が欠かせない。無料クーポン券をもらっても検診を受けない人にどう呼びかければ受診につながるか、日本対が
ん協会は検討を始める。
〈 グラフは09年度を１とした時の値。
（）
は実数 〉
減り幅が最も大きかった。
乳がん検診ではクーポン
券対象者
（40、
45、
50、
55、
60

は0.95、11年度は0.90とな
っていた。いずれの年齢と
も似た傾向だった。乳がん

歳）
の受診者は11万3614人

検診の場合、全体の減少ぶ

→10万8156人→10万1747
人と漸減していた。09年
度を１とすると、10年度

りより、クーポン券対象年
齢のほうがわずかながら減
少幅が大きかった。

無料クーポン券効果は薄らいだ？
ほぼ横ばい。
微妙ではあるが、クーポン券対象年齢に限定した方が減少率が大
きく、2009年で頭打ちの印象がある。

乳がん検診同様、全体的に横ばい。
クーポン券対象年齢については、昨年度は増加していたものの今
年は減少。ここでも頭打ちの感がある。

子宮頸がん検診・乳がん検診とも
伸び率が減少に

こういう状況をみると、
無料クーポン券の効果は薄
らいできたように見える。
でも、本当にそうだろう
か。
無料クーポン券が導入さ
れた09年度の受診者数は、
導入前の08年度に比べて
非常に高い伸びを示してい
た。子宮頸がん検診では対

なっていた。とくに20歳
代の伸びが著しく、20歳
は10倍に、25歳も4.6倍に
なっていた。
乳がん検診は子宮頸がん
検診ほどではなかったもの
の、09年度は前年度比1.83
倍に増えていた。若い世代
ほど強い傾向があり、40
歳では1.99倍、45歳は1.92

象年齢の受診者は2.63倍に

倍だった。

いったん押し上げられた受診者数は
漸減しつつも、ほぼ維持されている
つまり、
子宮頸がん検診・
乳がん検診の受診者は、無

しているとはいえ、09年
度の受診者数に近い人数が

日本対がん協会がグルー
プ支部を対象に、2009年
度から2011年度までの3年
間、連続して住民検診を受

人→5万4772人と推移して
いた。09年度を１とする
と、10年度が1.1、11年度
は0.95となっていた。

料クーポン券が導入された
0 9年度に大幅に伸びた。
その後、子宮頸がん検診で
は伸び幅が小さくなったと

続いている。
対前年度との比較で受診
者数を比較したときに
「減
少」
しているため、一見す

託している市町村の受診者
をアンケートした
（有効回

10年度は各年齢とも09
年度よりも増え、とくに

はいえ10年度も伸びてい
る。11年度に減少に転じ

ると、無料クーポン券の効
果がなくなったように思え

答26支部）
。
その結果、子宮頸がん検
診を受診したクーポン券対
象者
（20、
25、
30、
35、
40歳）

20歳は39%、25歳は28%
それぞれ増えていたが、
11年度はいずれの年齢も
伸び率は減少に転じてい

たとはいえ、09年度に増
えた水準が維持されている
のが実態だ。
乳がん検診の場合は、

る。しかしながら、導入前
の水準に戻ったわけではな
く、
「一定の効果」
は維持さ
れているといえよう。

は、5万7874人→6万3433

た。中でも25歳は23%と

10、11両年度ともに微減
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無料クーポン券だけではなかった
「効果」
09年度当時、無料クー
ポン券は
「単に」
導入された

クーポン券の評価につい
て、
「無料だった」
「個別勧

だけではなかった。
マスコミがこれを大々的
に取り上げ、住民検診の実

奨につながった」
に加え、
「がん検診全体のPRにつな
がった」
ということを指摘

施主体である市町村をはじ
め、日本対がん協会グルー
プ、様々な啓発団体も積極

している。
それがいま、当時のよう
なマスコミ報道はなくな

的に利用を訴えた。すなわ
ち、
「PR」
と相まった効果
が発揮された。

り、各種団体の積極的な利
用の呼びかけも、当時ほど
ではなくなっているのが実

対がん協会のアンケート
でも、各支部の担当者は、

情だ。

（3）

の啓発も重要とはいえ、未
受診者一人ひとりに働きか
けるきめ細かな対策も大切

た
「検診台帳」
の作成が欠か
せなくなる。
対がん協会では今後、各

だ。とくに合併が進んで自
治体が広域化した現在、き

地で工夫・試行されている
様々な
「受診者対策」
を調査

め細かな対策を効率的に進
めるには、住民を対象にし

し、その効果と、今後の展
開を検討する。

大腸がん検診
無料クーポン券で大幅な伸び

「2段目」
「3段目」の対策が必要
今回の調査で浮かび上が
ったのは、対策を一つ打ち
出せばそれですむ、という
わけではなく、受診者数を
増やす新たな対策が欠かせ
ないという点だ。例えれ
ば、ロケットを目的の軌道
に乗せるには、
「１段目」
の
エンジンだけでは無理で、
「２段目」
、場合によっては
「３段目」
のエンジンが必
要、ということになる。
とくに若い世代への呼び
かけに工夫が欠かせない。

な対策が有効なのだろう
か。この
「古くて新しい課
題」
が常に日本のがん対策
に横たわっている。
イギリスの子宮頸がん対
策が進んだ背景には1980
年代後半に法律をつくっ
て、コール・リコール制度
を定着させたことがある、
といわれる。すなわち、対
象者全員に検診の案内を出
し、未受診者にはさらに個
別に受診を促す。
もちろん、医療の仕組み

対がん協会のアンケート
で、受診者数を年齢別に比
較すると、子宮頸がん検診
では、20歳、25歳の受診

がイギリスと異なる日本に
そのまま導入しても効果が
あるかどうか不明だ。しか
し、その兆候はみられてい

者は40歳のざっと２～３
割しかいない。乳がんでは

る。
東京都豊島区では10年
度から、
20歳の無料クーポ

この傾向が薄らぐとはい
え、40歳、45歳の受診者
は60歳の５～６割だ。
若い世代では子宮頸がん

全体的に横ばいながら、クーポン券対象年齢に限定してみると、昨
年度から大幅に増加していることがわかる。
導入１年目の「クーポン効果」が表れているようだ。

ほぼ男性と同様の傾向で、クーポン券対象年齢の増加率が高くな
っていた。

今回のアンケートでは、

る必要がある。それが実現

大腸がん検診に11年度に
導入された無料クーポン券
による受診者数についても
尋ねた
（有効回答28支部）
。

しないと、大腸がん検診の
場合にも、乳がん・子宮頸
がんと同様に伸び率が下が
る可能性がある。

対象となった年齢
（40歳か
ら５歳刻みで60歳まで）
の

さらに大腸がん検診で
は、
「これまで企業の中で

ン券の未使用者に、女子大
生リボンムーブメントが作
った冊子と手紙を送って受
診者数を増やしている。こ

11年度の受診者は男性で
3 9万2 4 5人、前年度より
80%増えた。女性は59万
6803人で同63%増加して
いた。

検診を受けていた人が無料
クーポン券を使うようにな
り、受診者の掘り起こしに
つながっていない」
という、
「受診者シフト」
を指摘する

の20歳、25歳を例にとる
と、無料クーポン券による

の動きは横浜市、さいたま
市などに広がりつつある。

乳がんと子宮頸がんの検
診無料クーポン券導入時と

専門家もいる。
こうした指摘にこたえ、

伸び率が高かった一方で、
11年度の減少ぶりも他の
年齢に比して大きい傾向に
あった。

自治体の中には独自にコ
ール・リコールを始め、対
がん協会の支部に実施を委
託しているところもある。

似た傾向がうかがえた。こ
れが、来年度にも引き継が
れるようにするにはどうす
ればいいか、乳がんと子宮

マスコミを使った従来型

頸がんの対策とともに考え

受診者数の増加にはどん

有効な対策を考えるうえで
も、住民全員を対象にした
「検診台帳」
の整備が欠かせ
ない。
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がん患者一人ひとりの思いを地域の人々が温かく受け止め、支え、励ます

RFLの原点をアメリカの小さな街のリレーで体感
村上

均・ソニー生命保険株式会社ライフプランナー

サバイバーの女性が夫であ
るケアギバーの献身に感謝

忘れ、形を模倣したものに
なってはいないでしょう

し硬く抱き締め合う姿……
それを地元の人々が拍手と
歓声で心から応援していま
した。

か。リレーを行うことに注
力し過ぎ、寄付を集めて下
さるチームを支援する普段
の活動への視線がなくなっ

人々の励まし合う素晴ら
しい姿に知らずと涙が流れ
てきました。実行委員の初

てはいないでしょうか。
その地域でリレーを行う
と決めたら、リレーを行う

老の男性に肩を強く掴ま
れ、勇気づけられてしまい
ました。

ことを頭から消し去る。
その地域でリレーを行う
と決めたら、チームー・リ
ーダーを探し始める。
しっかりとしたチーム
を、その地域で一つでも多
く作る。そのために何カ
月、何年かかってもいい。
リレーはそこから始めれば
いい。趣旨に共感し募金を
集めてくれるチームが募れ
てから、リレーの実施を考
える。その地域で100年経
っても続くリレー、毎年何
百万円と寄付を募れるリレ
ーができあがるのではない
でしょうか。
当日は、がんと闘う人々
を称え、がんとの闘いを終

生命保険のエージェント
として16年間、保険会社
に勤務してきた私がリレ
ー・フォー・ライフ（R F L）
にかかわっているのは、８
年前の一つの体験がきっか
けです。
当時３歳になる娘さんを
残し、38歳の若さで肺が
んで亡くなったお客様がい
ました。給付金や保険金は
経済的にはお役に立つとは
いえ、お客様を勇気付ける
言葉や情報を持つでもない
私はなす術もなく立ち尽く

R F Lでは、がん医療向
上をめざし寄付金を集める
など様々な活動します。中
でも、
「健康な方々」
に検診
を促す啓発活動に、生命保
険のエージェントとして強
い意義を感じています。数
多くの保険契約を結びます
が、それを使わないにこし
たことはない。それを社会
全体に働きかけることはと
ても重要だからです。
今年６月、米カリフォル
ニア州のフラートンという
人口13万人ほどの市での

カミング・アウトは日本
では難しいと言われます。
それがよくわかりました。
カミング・アウトは、そ
れをしっかりと受け止め、
支え、励ます
「顔が見える」
地域の人々の存在があって
成り立ち、その人々の目の
前で行うことが大前提なの
です。R F Lは地域の人々
のためのR F Lなのです。
アメリカ人の
「良心」
が最も
素晴らしい形で現された活
動であり、アメリカ人が作
り出した至宝です。
気持ちだけではありませ

すしかありませんでした。
その記憶を引きずってい

R F Lに一人で参加しまし
た。本場のR F Lを、と一

ん。ここでは前年を上回る
５万３千ドルに設定した募

えた人々を偲び、がん征圧
のための資金を集めること

た６年前、2006年秋にテ
レビを通してR F Lに出会
いました。日本で初のＲＦ
Ｌを紹介するNHKの番組

昨年にカナダ・バンクーバ
ー郊外でのR F Lを初視察
したのに続き２回目でした
が、R F Lへの取り組み方

金の予算を開催２日前に達
成していました。
愛する人々を守るため、
新薬開発やサービス向上を

を改めて誓う特別な１日で
はあっても、活動の365分
の１でしかないのです。
フラートンでは、募金の

です。私はいてもたっても
いられなくなりました。

が日本とアメリカでこうも
違うんだと、改めて認識さ

願って真剣に募金を集め、
使い道は全幅の信頼でアメ

目標額を集めた参加チーム
の面々が、職場の仲間や家

「がんで亡くなったお客
様の死を無駄にせず、社会
に貢献できる活動はこれし
かない」
と。

せられました。
サバイバーズ・ウォーク
の前にサバイバーが一人ひ
とり壇上で紹介され表彰さ

リカ対がん協会にその使い
道を委ねる……きちんとし
た
「セレブレーション
（サバ
イバーやケアギバーを称え

族たちと屈託ない笑顔で
R F Lを楽しむ姿に、気持
ちが和み癒やされました。
来年も６月にフィラデル

翌年、芦屋でのR F Lに
ボランティアとして加わ

れていきます。その際、が
んとの闘いの年月を、思い

る）
」
があるから、
「ファイ
トバック
（がん征圧のため

フィアに出張の予定があ
り、R F Lに参加すること

り、以来毎年、新横浜、東
京など、どこかの実行委員
会に加わって活動してきま
した。

の丈を語り、カミング・ア
ウトするのです。
がん宣告・治療開始間も
なく声を詰まらせる女性、

の啓発・資金集め）
」
が約束
されるのです。
日本のR F Lの多くは、
いつの間にか
「がん征圧」
を

にしています。アメリカに
負けないR F Lを日本で実
現することを願って。

米フラートンのRFLの実行委員（右）と筆者

2012年11月1日		
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「がんを過去のものに!」 壮大なプロジェクトが始まりました
MDアンダーソンがんセンター便り 増田紘子

みなさん、お久しぶりで

われています。

す。米テキサス大学MDア
ンダーソンがんセンターで

私の研究もその一つで、
炎症性乳がんで、なおかつ

研修している増田紘子で
す。一年の研修期間は終了
したのですが、研究の進み
具合もあって半年間の延長

トリプルネガティブ乳がん
でもある患者さんを、患者
さんの遺伝子情報に沿って
グループにわけました。そ

をさせて頂いています。
今回は、私の一年間の研

して、それぞれのグループ
で、現在行われている治療

究内容と、MDアンダーソ
ンがんセンターが今、最も
力を注いでいるプロジェク
トを紹介します。

の効果に差があるのか、ど
のグループにどんな治療が
効果的なのかを研究してき
ました。

私の研究ですが、大きく
分けて二つあります。
「トリ
プルネガティブ乳がん」
と
いう、ホルモン療法や分子
標的薬ハーセプチンの効か
ない乳がんを、患者さんの
遺伝子情報を使って治療し
ようという研究と、
「炎症
性乳がん」
という、数は少
ないのですが、悪性度の高
い乳がんの、患者さんの医
療情報を使った研究です。
その結果から、新たな臨床
試験をデザインし、実施し
ようとしています。

この結果はアメリカ臨床
がん学会
（ASCO）
で今年、
発表しました。現在、この
遺伝子解析を使ってホルモ
ン陽性の乳がん患者さんに
ついても研究しています。
もう一つは炎症性乳がん
に対するプロジェクトで
す。乳がん全体の５%以下
という、稀なタイプなので
すが、悪性度が高く、その
ために、発症は少なくて
も、乳がん死亡率の約10%
を占めています。
つまり、非常に治療が困

ことは間違いありません。
勉強したい第一目標であっ
た臨床試験について、この
トライアルを含め、二つの
トライアルのデザイン、考
案に携わることが出来まし
た。本当に貴重な経験をさ
せて頂き、上司である上野
直人先生をはじめとするチ
ームの皆さんにはとても感
謝しています。
そして今、本当に壮大な
研究が始まろうとしてい

う、総額2500億円をつぎ
込んだ、壮大なプロジェク
ト、moon shot projectを
発表したのです。
金額も含め、本当に夢の
ようなこのプロジェクトで
すが、MDアンダーソンが
んセンターの医師、研究
者、職員が全員、本気でこ
のプロジェクトに取り掛か
っています。必死に月に行
く方法、つまり、がんを消
す、コントロールできるよ

トリプルネガティブ乳が
んですが、乳がんの約15%

難で、有効な治療法を早急
に確立する必要がある乳が

ます。その名もmoon shot
project！ そうです。こ

うにする計画を研究中なの
です。

がこのタイプの乳がんで
す。一番の問題点は、この
がんをターゲットとする特
別な治療薬がない、という
ことです。

んなのです。MDアンダー
ソンがんセンターには、過
去40年で約1000人の患者
さんのデータが集まってい
ます。その情報をもとに予

のテキサス州ヒューストン
は、皆さんもご存知の、Ｎ
ＡＳＡのある街です。あの
有名なケネディ大統領が
「我々は月に行くんだ！」
と

もちろん、私たちの乳が
んチームも声をあげまし
た。とくにトリプルネガテ
ィブ乳がんをコントロール
可能にするというのが、乳

アメリカ臨床がん学会で発表する筆者

トリプルネガティブ乳が

後因子を研究しています

語った演説は、MDアンダ

がんチームの目標です。

んとひと口に言っても、す
べてが同じではなく、様々
な性質を持ったがんの集ま
ったグループであることが
わかってきました。個々の

が、生活習慣病の治療薬な
ど、抗がん剤として使用さ
れていない薬の中に、効果
があるのではと言われる薬
があり、それを検証する臨

ーソンがんセンターのすぐ
そばのライス大学で行われ
たものでした。
MDアンダーソンがんセ
ンターのプレジデントであ

この夢のように壮大なプ
ロジェクトを世界の頭脳が
集まるこのMDアンダーソ
ンがんセンターで可能にす
るために、私たちは日々、

患者さんにより適切な治療

床試験を考案しています。

るドナルド先生は、アポロ

研究しています。M a k e

を行うために、それぞれの
グループを同定し、個々の
グループにあった治療薬を
開発する研究が積極的に行

そういう薬はあまり副作
用がありません。本当に有
効であれば患者さんには非
常に受けやすい治療である

計画ならぬ、これから５年
間で５種類のがんをMDア
ンダーソンがんセンターか
ら無くしてしまおう！とい

cancer history! すなわ
ち、がんを過去のものとす
る！私たちみんなの目標な
のです。
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ルミナリエは「命」の灯火

2012年11月1日

「がん相談ホットライン」より⑤

今回は、いつもの電話相
談を離れて、リレー・フォ

相談以外でも参加者との
交流があり、がん患者や家

い」
と力強く語る相談員も
いました。

れ、ろうそくの灯りで映し
だされたメッセージに胸が

ー・ライフ
（RFL）
に参加し
たときのことをお話ししよ
うと思います。

族、それを支える人たちの
想いに触れ、感慨深いもの
がありました。

こういった感想を聞き、
思い出すのは2006年に日
本で初めて開催されたつく

熱くなりました。
あの灯りは
「命」
の灯火に
も見え、改めて
「命の尊さ」

今年のR F Lも残すとこ
ろわずかですが、がん相談
ホットラインの相談員も茨

参加した相談員からは改
めて多くの感想がありまし
た。

ばでのR F Lのことです。 「命の重さ」
を感じた時間で
会場での面接相談を終えた
した。そして、その思いを
あと、当時の相談員でウオ
胸に相談者に真摯に向き合

城、さいたま、横浜、長野
の４会場に参加しました。
普段は電話という顔の見

「患者さんの強さを感じ
た」
「日常の中で特別な存在
として見られず、健康な人

ークに参加しました。
すでに夕暮れ時になって
いましたが、ウオークする

っていこうと心に誓ったこ
とを今でもはっきりと覚え
ています。

えない状況で相談を受けて
いる相談員にとって、表情
を見ながら対話できる面接
相談は、電話相談との違い

と変わらずに生活できる社
会を作っていかなくてはい
けない」
「子どもへの教育が
大切」
……。

人たちが日中の快晴だった
空よりも晴れやかな笑顔で
歩いている姿が印象的でし
た。

R F Lで命がリレーされ
ているように、私たち相談
員もその志や思いを大切
に、心を一つにしてこれか

や、日頃自分たちが行って
いることを振り返る良い機
会になりました。

「今回感じた患者さんの
思いをホットラインでの相
談の姿勢にプラスにした

日が暮れてルミナリエの
優しい光で幻想的な情景が
広がり、しばし言葉を忘

らも相談者のために日々努
力していこうと思います。

2013年度がん専門「奨学医」募集開始

国内のがん専門病院で研修
応募締切は11月末

日本対がん協会は、各地の若手医師を対象に、国内のがん専門病院で研修を受けてもらう
「奨学医」
の募集を始めまし
た。研修は2013年度を予定しています。これまで募集時期は春にしていましたが、今回、年度初めからの研修が可能に
なるよう、募集時期を秋に変更しました。
奨学医制度は、がんの予防・診断・治療に関する専門的な知識と技能を習得してもらい、がん検診を普及・推進させると
ともに、日本全国どこでも同じ水準のがん医療が受けられるように、と1970年に設けました。これまでに160人を超える
医師が研修を受けています。
今回の募集人数は10人前後。研修期間は３カ月、
もしくは６カ月です。
「奨学金」
として各50万円、
100万円を支給します。
がんについてもっと学びたい、という若手の医師のみなさんの応募をお待ちしています。
◆募集人員
10人前後
◆研修期間
３カ月または６カ月
◆給
費
１人 ３カ月50万円、６カ月100万円
◆資
格
医師免許取得者で原則として（イ）満35歳未満の者（ロ）臨床研修を修了した者
◆研修機関
（予定）
【緩和ケア】 九州大学病院
【臨床・腫瘍外科】 九州大学病院
【臨床・腫瘍内科】 東北大学病院
【胃・大腸】 国立がん研究センター、がん研有明病院、大阪がん循環器病予防センター、愛知県がんセンター
【子宮】 がん研有明病院、近畿大学医学部附属病院
【肺】 四国がんセンター
【乳】 がん研有明病院
◆条
件
①応募時点で所属する機関・組織以外の機関での研修を原則とする。
②奨学医の研修の後、研修報告として機関紙「対がん協会報」用レポートを提出する。
③日本対がん協会が実施する講演やセミナーなどへの参加依頼などの協力に応じる。
◆申し込み
日本対がん協会ホームページにある「2013年度奨学医申込書」に必要事項を記入し下記の問
い合わせ先までお送りください。
◆問合せ先
〒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
公益財団法人 日本対がん協会（担当：田渕勝雄）
電話 03-5218-4771 FAX 03-5222-6700 ｅ-mail：tabuchi@jcancer.jp
◆選
考
研修実施機関が受け入れを決定した後に、日本対がん協会本部で最終選考する。
◆締
切
平成24年11月30日（必着）
◆採用通知
平成24年12月以降、随時

2012年11月1日		
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リレー・フォー・ライフ2012

がん征圧の願いを新たに終盤へ

がん患者とそれを支える
人々と夜を徹して歩き、が

ンバーがそろい、近くの自
宅からご飯やみそ汁を持ち

ん征圧のための資金に寄付
を募るリレー・フォー・ライ
フは10月に入り７カ所で

込み、参加者にふるまって
いた。夜には小雨が降る
中、地元のグループが本場

開催された。６、
７日は高
知と徳島・小松島での開催
となった。共に５回目の開

の阿波踊りを披露してくれ
た。R F Lも阿波踊りも実
際に体験してその魅力が初

催となることもあり、落ち
着いたRFLが展開された。
R F L高知は初日に、時

めてわかる思わぬ共通点が
あるようだった。
13、
14日は４カ所での同

折、小雨が降ったが、おお
むね絶好の「R F L日和」
が
続き、夜のルミナリエセレ
モニーで
「サプライズ」
があ

時開催となった。R F Lえ
ひめは松山城が姿を見せる
絶好のロケーションの中で
行われた。会場は以前がん

った。突然、実行委員長に
エスコートされたウェディ
ングドレスの花嫁が会場に
現れ、実行委員の新郎へ寄
り添ったのだ。付き合い始
めたばかりの時、新郎が
「R F Lを見学に来ない？」
と新婦を誘ったのがきっか
けで、結婚につながったと
いうことだった。参加者に
も新郎本人にも内緒で企画
されたプログラムに会場は
大いに盛り上がり、参加者
全員で２人の門出を祝福し
た。

センター病院があり、入院
患者が亡くなった場所でも
あったが、実行委員長の判
断でR F Lを開催すること
になった。悲しみの地を
R F Lで喜びを分かち合う
地にしたいという願いから
だった。また学生ボランテ
ィアとして多数の医療関係
の大学生・専門学校生が設
営・撤去、参加者のケアま
で様々な場面で活躍してい
た。
R F L長野は善光寺から
歩いてすぐの公園で開催さ

材も複数入るなど
「地域あ
げてのRFL参加」
が実現し
２日間で延べ約2200人が
来場した。今後長野では
「信州でもっとRFLを広め
たい」
の思いのもと、地域
密着のR F Lが着実に広が
りそうだ。
RFL芝公園
（東京）
は
「Ｊ
ＯＹ・
・
・つながる」
をスロー
ガンに、港区の都立芝公園
で開催された。会場は見上
げると東京タワーがある絶
好のロケーション。秋空に

と、学生を主体とした多く
のボランティアが参加し
た。ラストウォークを見た
患者さんが病棟から手を振
り、それに手を振り返すリ
レー参加者の姿が印象的だ
った。
10月27、
28日、熊本県玉
名市にある九州看護福祉大
学で、学園祭の一部として
RFLたまなが開催された。
あいにくルミナリエの時間
から明け方まで激しい雨に
降られたが、社会福祉学科

徳島・小松島のRFLは参
加者全員がどこの誰なのか

れた。初開催ながら実行委
員は約50人、他に患者団

映える東京のランドマーク
タワーが、まるで会場を見

の学生の実行委員長を中心
に、学生同士でリレーのた

みんな知っている、ずばり
「ご近所リレー」
だった。実
行委員は普段から親しいメ

体、学生、医療関係者など
多くのボランティアスタッ
フが参加し、メディアの取

守ってくれているかのよう
だった。
「地域の横のつなが
りが薄い」
との声があがる
東京だが、エネルギーが集

すきを最後までつなげた。
本年度のR F Lは、11月
24、
2 5日のR F L日野（東
京）
、来年３月30、
31日の

中した時のパワーは凄く、
今年も多くの参加者が集ま
り会場は明るく自由な雰囲

R F L沖縄の残り２会場で
の開催を残すのみとなっ
た。来年度、新規開催を予

気があった。
RFL岐阜は2009年以来
３年ぶりに、岐阜大学構

定している県は、青森、秋
田、新潟、群馬、奈良、和
歌山、佐賀、長崎などで、

内、大学病院の病棟から患
者さんが見下ろせる遊歩道
で開催された。若年性がん

50カ所以上での開催が見
込まれている。いよいよ日
本でもR F Lが本格的な広

を患った実行委員長のも

がりを見せ始めたようだ。

２人の門出を参加者が祝福した＝高知

日本唯一の学生リレー。雨の中がんばりました＝たまな
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乳がん征圧めざして−
華やかに

青空に打ち上げられたピンクのリボン。スマ
イルウオークの出発を演出した＝仙台

シンポジウムに参加した市民た
ちは最新の乳がん治療の説明を
熱心に聞き入った＝神戸

真剣に

ピンクリボン月間の10月、ピンクリボンフェスティバルを中心に様々な
イベントで乳がん征圧がアピールされた。

笑顔いっぱい
みんなそろってさあ出発‼＝東京ミッドタウン

元気に

楽しくウォーキングしながら
乳がん検診受診を訴え＝東京

願いを込めて

彩り
ピンクのライトアップがミナト・神戸を
照らし出した＝神戸

１人でも乳がんで苦しむ人がすくなくなりますように−
東京スカイツリーの点灯式では日本対がん協会ほほえみ大
使のアグネス・チャンさんがスイッチを押した＝東京

