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主な内容

４面 「子宮頸がん夜間学校」
朝日新聞医療サイト・アピタルで
５面 ピンクリボンチーム紹介
６面

世界対がんデーにイベント

RFLジャパン
「ビジョン2013」

リレー・フォー・ライフが新たなステージ
５年後の姿を描く
2013年、リレー・フォー・ライフ
（RFL）
・ジャパンが新たなステージに立ちます。
「がん患者・家族の支援」
を拡
充し、
「がんに負けない社会づくり」
を実現させるには、リレー・フォー・ライフの基本理念を徹底させることが
「ビジョン2013」
欠かせない−そんな認識を新たにし、日本対がん協会は今後５年間を見据えた３つの目標
を立て、第一歩を踏み出します。
（日本対がん協会 RFLジャパン チーフ・ディレクター 田渕勝雄）

目 標

つくば市で試行して以降、
リレーの開催地は年を追っ
て広がり、ここ数年は年に
10カ所近く増えています。
最近でこそ、医療現場で
の
「がん告知」
は当たり前に
なりましたが、一般社会で

動を与えこそすれ、悲観す
るようなことはまったくあ
りません。
そして何より、仲間が集
い、互いにがんとの闘いを
讃えあうのです。
「絶対に負
けない」
と。
リレーに参加したサバイ
バーや家族、支援者の多く
は
「私の街でも開きたい」
と
思うそうです。それが現実

は、就労の問題一つをとっ
ても、がんであることを話
すのはまだまだ勇気がいる
ことです。

になっているのが、開催地
の広がりぶりです。
日本には約1700の自治
体があり、そこにはがんに

でもリレーの舞台では違
います。がんであることを
隠す必要はありません。サ

苦しみ悩む人たちが生活し
ています。まだまだリレー
が広がる余地があります

ジェクト未来」
研究助成金
を設けました。がんの基礎
研究を中心に、
「希望」
を託
せる研究−日本発の画期
的新薬の開発につながる研

バイバーたちが歩く姿は、
それを見る人々に勇気・感

し、広げなくてはいけない
のです。

究を支援しようというのが
目的です。 （２面に続く）

80〜100カ所での開催
寄付額３億〜４億円
担当スタッフ20人

３つの目標は、「 8 0～
100カ所での開催」
「寄付額
３億～４億円」
「担当スタッ
フ20人」
です。これらを５
年後にクリアしてこそ、
「がんに負けない社会」
が近
づいてくる−私たち日本
対がん協会は、そう考えて
います。

「私の街でも開きたい」
５年後の開催目標を80
～ 1 0 0 カ所としました 。
2012年の開催は36カ所、
今年は50カ所が見込まれ
ています。2006年に茨城・

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。

画期的治療法への期待
「がん患者・家族の支援」
の最たるものが、画期的な
治療法の開発です。そこに
「H O P E」
が存在するので
す。リレーに集う人たちの
希望も、ここにあります。
そのために欠かせないの
が、資金です。
日本対がん協会は2012
年度、リレーに寄せられた
寄付を基に運営する
「プロ

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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「特別な１日」に命を祝福し、
リレーの理念は「365日」
仲間を偲び、がんとの闘いを決意
がんの治療法の開発には

ているところも少なくあり

きめ細かなアドバイス

膨大な資金が必要です。
「３億～４億円」
は、その第
一段階のゴールです。

ません。
「イベント」
は年に一回で
すが、リレーは365日続い

そのために欠かせないの
が、日本対がん協会自身の

この目標の達成は困難を
伴うことが予想されます。
100カ所の開催でこの額を

ています。
「特別な一日」
に
みんなが集って互いに祝福
し、旅立った仲間を忍び、

態勢整備です。ボランティ
アスタッフを含めて20人
でリレーに携わることを目

集めようとすると、単純計
算で１カ所300万～400万
円の寄付が要ります。

がんとの闘いの決意を新た
にするのです。
決してイベントの開催の

標にしました。
この人数は、アメリカ対
がん協会（A C S）
の基準に

昨年の場合は１カ所あた
りの平均寄付額が144万円
なので、その倍以上を集め
る必要があるからです。

ために寄付を募るのではな
いことを理解・納得してリ
レーを続ければ自ずと目標
は達成される、と考えてい

準じて決めました。A C S
では１人のスタッフが担当
するリレーは５カ所までと
決めています。１人のスタ

寝食を惜しんでリレーの
ために奔走している各地の
実行委員をはじめ、多くの
関係者の労苦を考えると、
「苛斂誅求
（かれんちゅうき
ゅう）
」
との批判を受けるか
も知れません。
もちろん、リレーの規模
は大小さまざまで、小さい
ながらも、立派にリレーを
実行しているところもあり
ます。その一方で、開催地
の中には、この額を達成し

ます。
日本対がん協会として
も、辛苦がしみ込んだ寄付
をがん患者・家族の方々の
ために役立てる道筋を見つ
ける努力を欠くことはでき
ません。
掲げた目標を達成するに
は、私たち日本対がん協会
が、リレー・フォー・ライ
フ・ジャパンの先頭に立っ
て、まい進することが重要
だと考えています。

ッフが、リレーの運営や関
係者へのアドバイスなど、
きめ細かく対応できる限度
が５カ所までと考えられて
いるからです。
５年後の開催目標は80
～100カ所ですので、ACS
の基準を当てはめると20
人が必要ということになり
ます。
日本対がん協会はこれま
で、マネジャーら４人の協
会内スタッフが、地域のブ

ロックスタッフの協力で各
地のリレーを担当してきま
した。
試行的なものを含め、日
本でのリレーの開催を始め
て７年が過ぎました。リレ
ー・フォー・ライフ・ジャパ
ンは
「萌芽期」
を過ぎ、
「成
長期」
に移ってきているの
です。従来の態勢では対応
ができなくなるのは目に見
えています。

対がん協会の責任
単に人数を増やすだけで
はいけません。スタッフの
トレーニングが欠かせませ
ん。その上で、実行委員会
に参画してくれる委員の皆
さんをはじめ、関係者にリ
レーの理念を理解してもら
い、徹底を図るための研修
も必要です。
現在の人数を５年後に一
挙に20人に増やすのでは
なく、2013年から徐々に
研修をしながら増やして参
りたいと考えていま
す。
サバイバーが安らぎ
を感じられるととも
に、参加者が一体とな
ることのできるリレ
ー、がんの啓発など充
実した活動が行われる
リレー、そして多くの
寄付を集められるリレ
ー……リレー・フォー・
ライフの理念の徹底を
図ることが日本対がん
協会の責任であり、役

サバイバーたちが手形をおしたフラッグを手にウオーク。
「絆」が自然と生まれてくる＝大分

目です。スタッフの増
員と研修はそのために
必要不可欠なものなの
です。

2013年1月1日		
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「目標」の背景にアメリカ対がん協会

世界も注目する日本でのリレーの普及ぶり 寄付率のばらつき等の課題も
日本対がん協会が、
「ビ
ジョン2013」
を掲げた背景

リレー・フォー・ライフ

ジャパンのあゆみ

2006（トライアル）
2007
2008
2009
2010
2011
茨城 つくば市 兵庫 芦屋市 北海道 室蘭市 北海道 室蘭市 茨城 つくば市 茨城 つくば市
東京 お台場 兵庫 芦屋市 宮城 名取市 北海道 石狩市 熊本
熊本市
神奈川 横浜市 静岡 御殿場市 北海道 室蘭市 愛知
稲沢市
高知 高知市 埼玉 さいたま市 宮城県 富谷町 北海道 石狩市
徳島 小松島市 兵庫 芦屋市 福島 福島市 北海道 函館市
大分 由布市 埼玉 川越市 静岡 御殿場市 北海道 室蘭市
広島 広島市 埼玉 さいたま市 福島 桑折町
神奈川 横浜市 兵庫 芦屋市 東京 吉祥寺
福岡 福岡市 千葉 八千代市 静岡 長泉町
岐阜 岐阜市 埼玉 川越市 兵庫 芦屋市
徳島 小松島市 愛知 岡崎市 埼玉 さいたま市
高知 高知市 福岡 福岡市 神奈川 横浜市
大分 大分市 神奈川 横浜市 宮城 富谷町
沖縄 北谷町 広島 広島市 千葉 八千代市
高知 高知市 福岡 福岡市
東京 お台場 愛知 岡崎市
愛媛 松山市 京都 亀岡市
徳島 小松島市 埼玉 川越市
大分 大分市 広島 尾道市
沖縄 北谷町 大分 大分市
熊本 玉名市
福井 福井市
徳島 徳島市
高知 高知市
愛媛 松山市
東京 世田谷区
沖縄 北谷町

には、アメリカ対がん協会
（ACS）
の存在があります。 本対がん協会に対して、
2012年の日本でのリレー 「今後の戦略」
を提出してほ

2012
熊本
熊本市
茨城 つくば市
北海道 江別市
北海道 函館市
北海道 室蘭市
愛知
一宮市
長野
松本市
福島
福島市
埼玉 さいたま市
兵庫
芦屋市
福井
福井市
岩手
一関市
埼玉
川越市
栃木 宇都宮市
神奈川 横浜市
千葉 八千代市
京都
京都市
大分
大分市
福岡
福岡市
宮崎
延岡市
鹿児島 鹿児島市
宮城
富谷町
兵庫
豊岡市
大阪
貝塚市
静岡
長泉町
広島
福山市
愛知
岡崎市
徳島
徳島市
高知
高知市
徳島 小松島市
愛媛
松山市
長野
長野市
岐阜
岐阜市
東京
港区
熊本
玉名市
東京
日野市

開催は全国36カ所を数え
ました。2011年が27カ所
でしたので、９カ所が新た

しい、という要望がありま
した。各地で寄せられた寄
付からそれぞれのリレーの

に加わりました。横浜・山
下公園でのリレーに２万人
が集うということがあった

実行経費を除いて日本対が
ん協会に届けられる寄付の
割合
（寄付率）
にばらつきが

とはいえ、全国のリレーの
参加者総数は４万４千人、
日本対がん協会への寄付は
5200万円を超えました。

あり、その対応を含めての
戦略です。
A C Sが理想とするリレ
ーの寄付率は８割です。

や、関係者の間では、今後
のリレー・フォー・ライフ・

2006年に茨城・つくば市
で試行的に開催されたのを
含めて７年でここまで普及
しました。もちろん、日本
対がん協会だけで対応して
いたのではここまでの広が
りはなかったことは間違い
ありません。実行委員会に
参画してくれた皆さん、そ
してそれぞれのリレーに集
っていただいた参加者の皆
さん、地域でリレーを支え
てくれた皆さん……多くの
人たちの理解と支援があっ
てこその広がりです。リレ

2012年に開催された日本
のリレーの中には８割を達
成しているところもありま
す。でも多くはそこに至っ
ていません。平均するとだ
いたい５割といったところ
です。
普及ぶりは世界でも注目
されるほど素晴らしいの
に、どうして寄付率に大き
な差があるのだろうか。大
規模なリレーでは寄付額は
大きくなるでしょうし、小
規模なリレーでは少なくな
るのは当然です。でも寄付

ジャパンの戦略が必要だ、
という意見も出ていまし
た。
大規模ながん征圧のイベ
ントとしてリレーは確実に
日本社会に認知されてきて
います。いまこそ態勢を整
えて、理念の徹底をはから
なければ、単なる一過性の
ブームで終わってしまいか
ねませんし、単なるイベン
トで終始していては、いず
れＡＣＳからライセンスの
問題も提起されることは間
違いないでしょう。

談」
「がんの正しい知識の普
及啓発」
などに役立ててい
ます。助成した研究の中か
ら画期的な治療法が開発さ
れると信じていますし、そ
の開発にリレーで研修を受
けた医師たちがかかわるこ
とも大いに期待していま
す。海外で研修を受けた医

ーの「本家」
であるA C Sも
注目する普及ぶりです。

率はある程度そろっている
はず、リレーの趣旨が十分

「ビジョン2013」
で掲げ
た３つの目標の実現を図

師たちによるネットワーク
をつくり、日本の臨床研究

そのA S Cから昨夏、日

には理解されていないので
は、とA C S側が思ったの
かも知れません。
日本対がん協会や、リレ

り、さらなる
「次のビジョ
ン」
に向けてリレー・フォ
ー・ライフ・ジャパンが発展
していくために何より大切

や各地のがん医療の充実に
貢献できれば、とも考えて
います。こうした点を、普
段の活動の中で、また各地

ー・フォー・ライフ・ジャパ
なのは、寄付を預ける先で
ン全国実施事務局の会合、 ある日本対がん協会への
年に１回開催している
「終 「信頼」
です。寄付が
「がん

のイベントで、機会あるご
とに説明していきます。
みなさん、リレーが日本

了会議」
でも、いかに寄付
率を上げるかが大きなテー
マになっています。

患者・家族の支援」
にどのよ
うに生かされているのか、
その説明責任が私たち日本

のがん医療を、ひいては、
がんに対する社会の意識を
変える場になるよう、一緒

寄付率の高い地域からど
のように運営しているかを
報告してもらうこともあり

対がん協会にあります。
現在は、
「プロジェクト
未来研究助成金」
や
「専門医

ます。日本対がん協会内

の国内外での研修」
「がん相

リレーの終了後、ルミナリエを
お焚きあげにしてがん征圧を願
った＝大阪・貝塚市

に歩んでいきませんか。
（日本対がん協会 RFLジ
ャパン チーフ・ディレク
ター 田渕勝雄）
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「子宮頸がん夜間学校」 朝日新聞の医療サイト「アピタル」で開催

ユーストリームで放送

き方、診察の内容を紹介

が意見を交わしました。

し、
「かかりつけの婦人科
を見つけてほしい」
とアド
バイスをしました。

病状によって治療法が異
なり、後遺症の程度や内容
も変わります。自身苦悩し

とくに症状がほとんどな
いうちに発病し進行する病
気として子宮頸がんを解

た体験から原さんは
「よつ
ばの会」
、河村さんは
「オレ
ンジティ」
という女性特有

説。原因となるヒトパピロ
ーマウイルス（HPV）
の感
染防止を目的にしたワクチ

のがんの患者支援団体を立
ち上げて活動しています。
定期的に開く茶話会で
は、排尿・排便障害との付
き合い方、性交渉に関する
悩み、職場での過ごし方な
ど、生活の中で起きる悩み
について、先輩患者がアド
バイスしてくれることが紹
介されました。
家族や医師には相談しに
くい不安や悩みを、同じ病
気を体験してきた人たちと
共有することで孤独感から
救われるといいます。原さ
んは
「自分の人生は責任を
持って、自分らしく幸せに
生きていく」
というメッセ
ージを伝えました。

子宮頸がんのことを一か
ら知ってもらい、必ず検診

てほしい！20代で起こる
身体の変化のこと」
をテー

ンは有効だけど、それだけ
では完全には発病を防げな
いので定期的な検診が重要
だと指摘しました。

を受けてもらおうと、日
本対がん協会は12月５日
と12日、朝日新聞の医療
サイト
「アピタル」
、一般社
団法人ティール＆ホワイト
リボンプロジェクトと共
催してユーストリーム番
組
「子宮頸がん夜間学校」
を
インターネットで放送しま
した。http://apital.asahi.
com/school/index.html
５日は
「若い女性に知っ

マにフリーアナウンサーの
近藤麻智子さんの司会で、
山王病院リプロダクション
センター・婦人科内視鏡セ
ンターの富坂美織医師、女
子大生リボンムーブメント
の新井涼子さんと天野理佳
子さんが話し合いました。
富坂さんは、思春期、性
成熟期、更年期、老年期に
分けて起こりやすい病気を
説明。受診時の問診票の書

12日は、子宮頸がんを
発症したり、前がん病変が
見つかったりした場合の治
療法や後遺症を取り上げま
した。近藤さんの司会で、
横浜市立大学附属病院化学
療法センターの宮城悦子セ
ンター長、子宮頸がん体験
者で、
「よつばの会」
代表で
あり女優の原千晶さん、テ
ィール＆ホワイトリボンプ
ロジェクトの河村裕美代表

原千晶さん（中央）、河村裕美さん（右）が出席して開かれた
「子宮頸がん夜間学校」

家族で「がんのこと」を話す機会を
新しい一年が始まりまし

「がん相談ホットライン」より⑦

長生きをしたいという願い

わるか悩むところです。

前の会話からある程度本人

た。皆さんはどのようにお
正月を過ごしましたか。お
せち料理を食べながら家族
団欒の時間を過ごし、
「今
年も健康に過ごせるよう

は今も昔も変わりがないの
かもしれません。しかし、
願いとは裏腹にがんなどの
病気になってしまうことも
あります。その時、患者本

特に認知症などで本人の
意向が確認できない状況
は、娘や息子にとって苦し
いものがあります。本人に
代わり、治療するか否か等

の意向が推測できても、そ
れでもなお迷いや葛藤は生
じます。とはいえ、まった
く本人の意向が分からない
よりは選択の助けになるの

に」そんな会話のやり取
りがあったかもしれませ

人が辛いのはもちろんです
が、子どもも辛い思いをす

あらゆる選択を委ねられる
ことになるためです。

ではないでしょうか。
元気でいる時に、もしが

ん。でも、もしがんになっ
たら、最期をどう迎えたい
か、といった話をしたご家
族はどれだけいるでしょう

ることがあります。
ホットラインにも娘や息
子から、高齢の親のがんに
関する相談が日々寄せられ

「どのように決めたらよ
いか」
「自分の考えで決めて
しまって本当によいのか」
と戸惑いの声は少なくあり

んになったら…、どういう
最期を迎えたいか…と話す
にはためらいがあるかもし
れません。でも、想像して

か。
おせちの黒豆には元気に

ています。ひと言に高齢と
言っても、意志表示ができ

ません。
「自分の決断が親の
命を左右するのではない

みてください。もし親がが
んになり、自分にその選択

働けることを、海老には長
生きを−とそれぞれ願い
が込められているように、
時代は変わっても、元気で

る方もいれば、認知症など
でそれが難しい方もいま
す。いずれにせよ、親のが
んとどう向き合い、どう関

か」と苦しい胸の内を話す
方も多く、決断することの
負担感や重圧は想像以上に
大きいと感じています。以

を委ねられたらと…。日頃
から家族とがんになった時
のことを話す機会を設けて
みてはどうでしょうか。

2013年1月1日		
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各地の啓発活動を紹介 ピンクリボンフェスティバル2012報告会
日本対がん協会は朝日新

を表しました。

聞社とともに主催する
「ピ
ンクリボンフェスティバ
ル2012」
の報告会を12月中

ピンクリボンフェスティ
バルは、乳がんの早期発
見、早期治療の重要性を訴

旬、スマイルウオークやシ
ンポジウムなどのイベント
を開催した東京、神戸、名

え、検診を受けることの大
切さをアピールする活動
で、東京では今年度が10

古屋、仙台でそれぞれ開き
ました。
東京では10日に有楽町

回目の開催となりました。
報告会では、事務局か
ら、街頭キャンペーンやス

マリオンの朝日スクエアで
開催しました。協賛企業や
支援団体などから約90人

マイルウオークなどの概要
を説明。名古屋市と神戸市
が、それぞれの取り組みを

子協会と協力して乳がん啓
発活動を展開するなど、工

みが発表されました。
報告会は13日に神戸市、

が出席。主催者を代表して
日本対がん協会の箱島信
一・理事長と朝日新聞社の

発表しました。
名古屋市では、市の幹部
職員1300人がピンクリボ

夫を凝らして乳がん検診の
受診を呼びかけたことが報
告されました。

14日に名古屋市、18日に
仙台市で順次開催し、今年
度の活動を振り返りつつ、

平井公・企画事業本部長補
佐があいさつし、感謝の意

ンバッジをつけてアピール
し、神戸市では兵庫県洋菓

東京都や協賛企業からも
それぞれユニークな取り組

2013年に向けてディスカ
ッションを行いました。

ピンクリボンフェスティバル報告会であいさつする箱島信一・日本
対がん協会理事長

ピンクリボンフェスティバルを支える 女性ばかり4人のピンクリボンチーム
ん。イベント告知の広告や
参加者に配布する印刷物の

レを迎えます。体は疲れ切
っているのですが、各地の

作成、公式サイトの掲載内
容の更新、出演者や関係者
との打ち合わせ……。お盆
を過ぎるころからさらに忙
しくなり、毎日のメールが
数百通にのぼります。

参加者のたくさんの笑顔に
励まされ、心は充実感で満
たされます。
ただ気になることもあり
ます。今年はどれくらいの
人が乳がん検診を受けてく

やがて気になり始めるの
が、開催当日の天気です。
もう10月はすぐそこです。
10月１日。各地でピン

れたのだろうか、という点
です。フェスティバルの一
連のイベントには多くの人
たちが参加してくれます

「乳がんの早期発見、早

どの準備から当日の運営ま

クのライトアップが実施さ
れ、メディアがピンクリボ

が、肝心の乳がんの早期発
見・早期治療はかなえられ

期診断、早期治療の大切
さ」
を伝え、
「乳がん検診へ
のきっかけづくり」
を目的
として開催する
「ピンクリ

でを女性４人で担当してい
ます。
フェスティバルは企業の
協賛により活動資金を賄っ

ン活動をとり上げます。フ
ェスティバルの開催都市で
も、推進委員会が中心とな
って街頭キャンペーンを展

ているのだろうか。12月
の報告会に向けた報告書づ
くりに追われながら、４人
の間でそんな会話が交わさ

ボンフェスティバル」
の事
務局として活動しているの

ています。１年の仕事は、
多くの企業や団体に協賛の

開し、啓発グッズを配布し
て検診の受診を訴えます。

れます。乳がん月間のみな
らず、年間を通じた啓発活

が、私たちピンクリボンチ
ームです。毎年10月の乳
がん月間にフェスティバル
を開催する東京、名古屋、

お願いにまわるところから
スタートします。同時に、
各都市の自治体を中心に組
織されている推進委員会と

そして、いよいよ10月
第１週の週末には東京でス
マイルウオークとシンポジ
ウムを開催、第２週に名古

神戸、仙台の４都市での街
頭キャンペーン、スマイル

連携し、開催日に向けた準
備も始まります。

屋、第３週は神戸、第４週
仙台。秋の気配に包まれた

動が必要なのではないか。
今年こそ、そんな努力を実
らせたいと考えています。
（日本対がん協会ピンクリ

ウオーク、シンポジウムな

それだけではありませ

杜の都でその年のフィナー

（左から）石田知子、岸田浩美、坂本章子、臼井あかね

ボンフェスティバル運営委
員会事務局プロデューサー
岸田浩美）
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黒 川 利 雄
がん研究基金
宮城県対がん協会は、が
んの予防や早期発見をめざ

2013年1月1日

がん予防・早期発見の研究助成 希望者公募

野。
（http://www.miyagi応募資格は、がん予防や taigan.or.jp/）
から申請書

末。基金の運営委員会で審
査し、結果を５月に発表し

した研究に助成金を支給す 早期発見など、がん対策に
る
「黒川利雄がん研究基金」 かかわる研究を行う50歳
の2013年度の助成希望者 未満の個人・団体で、宮城

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－

て６月に交付を予定してい
る。
黒川利雄がん研究基金

を募集している。１件あた
り100万円を限度に、総額
220万円の助成を予定して

県対がん協会の理事か、助
成を希望する個人や団体が
所属する機関・組織の所属

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

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、がん対策の長期

いる。
対象は、①がんの疫学お
よび集団検診に関する調

長の推薦が要る。１個人・ 類は、はがきか、ファクス
１団体、または共同研究グ （022－263－1548）
で取り
ループで１件とし、推薦件 寄せることもできる。問い

的展望を開くために1989
年に創設された。2012年
度までに99人に対し、総

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

数も１人１件としている。
応募方法は、宮城県対が
ん協会のホームページ

額6470万円を助成してい
る。

世 界対がんデー（２月４日）
ワークショップ「小学生からのがん教育」
東京・築地のがん研究センターで

日本対がん協会、国際対
がん連合
（UICC）
日本委員
会が主催する
「世界対がん
デー公開ワークショップ」
が、２月４日、東京都中央
区築地の国立がん研究セン
ターで開かれる。UICCが
「世界対がんデー」
と定める
２月４日に毎年、啓発イベ
ントを実施しているが、今
回は、
「小学生からのがん
教育」
をテーマに、実践者
の報告や、問題解決に向け
た討論などを行う。
がん教育については、国
のがん対策推進基本計画
に、
「子どもに対するがん
教育のあり方を検討する」
ことが盛り込まれるなど、
重要性の認識は高まってい
るが、内容や方法について
は、議論が深まっておら
ず、教材やカリキュラムも
限定的だ。
ワークショップでは、道
永麻里・日本医師会常任理
事らが報告するほか、
「問
題解決への道筋」
を探る討
論は、門田守人・がん対策

推進協議会会長
（がん研有
明病院院長）
が座長をつと
める。
専門家にかぎらず、テー
マに関心のある人であれ
ば、誰でも参加できる。
参加は無料、定員は150
人で、申し込みは先着順に
受け付ける。
公開ワークショップのプ
ログラム、参加方法は、日
本対がん協会のインターネ
ットホームページ
（http://
www.jcancer.jp）
の
「日本
対がん協会からのお知ら
せ」
欄を参照 。メール 、
FAX、または往復はがき
で、参加を申し込むことが
できる。
◇
日本対がん協会も、がん
教育に力を入れている。中
川恵一・東京大学医学部附
属病院准教授の協力を得
て、朝日新聞社とともに、
中学生や高校生にがんのこ
とを教える
「ドクタービジ
ット」
を展開。今年度は全
国５カ所で開催を計画し

合わせは☎ 0 2 2 － 2 6 3 －
1637へ。
応募の締め切りは３月
た。
日本の中学や高校では、
がんについて詳しくは教え
られていない。とくに検診
をはじめ
「がん予防」
に関し
てはほとんど時間が割かれ
ていない。日本人のがん検
診受診率が低い理由の一つ
にも挙げられている。
未成年者の喫煙の問題も
ある。食事など生活習慣も

子どものころから気をつけ
なければいけない。子宮頸
がんワクチン
（HPVワクチ
ン）
は中学生を中心とした
世代に公費助成による接種
が実施されている。まさ
に、がん対策は子どものう
ちからの実施が欠かせない
状況だ。
自治体も、
がん対策
条例などでがん教育を盛り
込むところが増えている。

UICC世界大会
「2016年東京開催」ならず

国際対がん連合
（UICC）
は、このほど、2016年の
UICC世界大会をパリで開
催すると発表した。2016

が、がん対策を含む公衆衛
生の分野で、重点的に支援
しているアフリカ諸国の参

加が、より多く見込めるこ
年の世界大会には、パリの とも、パリが選ばれた理由
外、東京、ブエノスアイ の一つになったという。
レスが立候補し、一時は、 2016年大会の立候補は、
「東京優勢」
とみられてい 1966年に第９回UICC世界
た。東京へのUICC世界大 大会を東京で開いてから、
会誘致は、UICC日本委員 50年の節目にあたること
会
（北川知行委員長、日本 が引き金となった。同世界
対がん協会など29組織が 大会は、現在、２年に１度
加盟）
が主導した。
UICCは、パリが選ばれ
た理由について、UICCの
多数の構成メンバーにとっ

開かれており、2010年は、
中国・深圳で、今年はカナ
ダのモントリオールで開か

れた。2014年は、オース
て、パリが近く、アクセス トラリアのメルボルンで開
が便利なことなどをあげて 催される。
いる。また、国連やUICC
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リレー・フォー・ライフ・ジャパン
5/12～13

熊本

日隈

忍

20

83

485

1,767,145

887,085

17,671

862,389

2

5/19～20

茨城

宮本

恭子

20

87

700

2,063,884

1,737,426

20,638

305,820

3

8/4～5

いしかり

太田

昌弘

6

15

650

417,286

363,398

4,173

49,715

4

8/25～26

函館

工藤

秀彦

6

15

160

333,373

175,970

3,334

154,069

5

8/25～26

室蘭

小沼

芳子

15

50

700

2,139,276

926,894

21,393

1,190,989

6

8/25～26

愛知・一宮 小倉

克章

6

36

272

601,500

297,899

6,015

297,586

7

9/1～2

福島

卓

36

150

1,500

3,904,334

1,716,604

39,043

2,148,687

8

9/1～2

松本

典幸

22

51

4,500

4,386,293

3,921,367

43,863

421,063

9

9/8～9

埼玉

均

31

100

1,000

2,104,916

1,494,318

21,049

589,549

10

9/8～9

福井

嘉郎

29

93

838

1,452,626

874,771

14,526

563,329

11

9/8～9

兵庫・芦屋

12

9/15～16

岩手

小野寺 藤雄

38

70

1,200

3,157,127

2,760,631

31,571

364,925

13

9/15～16

宮城

小野寺 辰美

14

9/15～16

栃木

粕田

晴之

40

214

2,000

6,734,484

5,112,498

67,345

1,554,641

15

9/15～16

千葉

菊池

俊明

21

150

1,800

2,191,037

1,711,781

21,910

457,346

16 9/15～16

横浜

アグネス・チャン

123

300

1,100

17

9/15～16

川越

儀賀

理暁

39

80

2,300

3,200,627

2,205,515

32,006

963,106

18

9/15～16

京都

櫻井 ゆう子

26

71

1,103

1,928,869

1,402,379

19,289

507,201

19 9/15～16

大分

山本

克枝

63

165

5,000

4,290,767

897,585

42,908

3,350,274

20

9/15～16

福岡

村本

絹枝

42

136

1,405

3,175,064

2,253,101

31,751

890,212

21

9/15～16

宮崎・延岡 山口

哲朗

49

40

1,171

4,652,957

1,799,034

46,530

2,807,393

22

9/15～16

白石

隆志

41

52

625

1,915,591

1,190,052

19,156

706,383

23

9/16～17

兵庫・但馬 坂本

初美

35

113

2,000

1,489,169

1,407,065

14,892

67,212

新城
岩堀
城村

総収入

実行経費

（12月21日現在）

1

大月

サバイバー 参加人数

全国一覧

開催地

石田

チーム

2012年

開催日

鹿児島

実行委員長
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ACS寄付

協会寄付

勉

23,734,685 4,721,698

237,347 18,775,640

24 9/22～23

大阪

増田

悦子

38

82

1,999

2,477,093

678,764

24,771

1,773,558

25

9/22～23

静岡

有泉

彰

25

34

1,500

2,701,294

1,556,045

27,013

1,118,236

26

9/22～23

広島

浜中

和子

60

140

1,651

5,305,703

2,802,646

53,057

2,450,000

27

9/29～30

愛知・岡崎 佐々木 清光

38

94

2,502

2,857,085

1,395,177

28,571

1,433,337

28

9/29～30

徳島市内

美菜

35

128

680

1,296,000

763,040

12,960

520,000

29

10/6～7

高知

松浦 喜美夫

40

200

2,000

2,655,062

1,944,877

26,551

683,634

30

10/6～7

6,184

612,221

香留

徳島小松島 渋谷

義久

12

47

618,405

31 10/13～14 東京芝公園 藤田

雄一

17

70

1,141,694

1,072,475

11,417

57,802

32 10/13～14

長野

柄澤

清子

34

106

2,200

4,733,192

1,904,430

47,332

2,781,430

33 10/13～14

岐阜

山下 芙美子

25

127

1,000

1,538,137

130,898

15,381

1,391,858

34 10/13～14

愛媛

松本

陽子

38

102

2,046

4,457,398

2,802,488

44,574

1,610,336

35 10/27～28

熊本・玉名 戸上

瑛

36 11/24～25

東京日野

1035

3088

44,087

103,932,904 51,500,846

1,039,328

51,392,730

合

計

森久保 雅道

※空欄は数字未確定
※ACSはアメリカ対がん協会。総収入の１%を寄付することになっている。
※太字は当面の目標である寄付率70%を越えた開催地
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を探してはどうですか。
」
就
職活動の中で面接の人に言

イベント当日を迎えた。
30人ほどの実行委員み

たのは大学２年、19歳の
時だった。卵巣を片方摘出
した。２年後に再発。翌

われた。
山下さんは今、社会保険
労務士として働く。
「病気を

んなが役割を分担して支え
てくれた。当日のコースは
会場の形をいかして折り返

2006年にも再発が見つか
った。２度の再発で残って
いた卵巣も、子宮も摘出し

抱えながら働きたい人のサ
ポートをしたい」
という新
たな夢を見つけた。

しに。混雑しないよう行き
と帰りをテープで仕切っ
た。参加者が誰からともな

た。手術、抗がん剤、放射
線。治療は辛かった。そし
て再発の恐怖。
「世間から見

結婚。
「病気を抱えた人生
を
（夫に）
押し付けるようで
気がかりだった」
。夫や夫

く、ハイタッチを交わし始
めた。アットホームな雰囲
気に包まれた。

その光景を今もくっきり
と覚えている。

ると、私はかわいそうな子
なんだろうな」
。いつしか
そう思い込んでいた。
通院して放射線治療を受

の両親は何も言わなかっ
た。抗がん剤で抜けた髪が
肩まで伸びたころ、式を挙
げた。

実行委員長を続けます
か、と尋ねると、山下さん
は首を横に振った。
「実行委
員長になって、家族、友

グラウンドを歩くサバイ
バーたち。誰もが笑顔で胸

けていたころ、ネットでが
んを調べていて偶然、茨城

09年に岐阜で初めて開
かれたリレーの実行委員に

人、医療関係者、地域の人
たち……本当にたくさんの

を張っていた。
「かわいそ
う」
。がんになった自分を
憐れむ気持ちが、消えた。
2007年９月。山下芙美
子さんは兵庫県芦屋市の総
合公園・陸上競技場で開か
れたリレー・フォー・ライフ
に岐阜から参加した。
がんのことは言いたくな
かった。サバイバーとして
歩くことに勇気がいった。
「でも、歩いてみると、す
ごく清々しくて」
生きる自
信をもらった。
卵巣がん。そう告げられ

県つくば市でのリレーの案
内を見つけた。試行ながら
日本初のリレーだった。
「元気になったら行って
みたいな」
。そう感じた。
大学時代、食品や医薬品
の研究開発の仕事が夢だっ
た。希望の会社の面接。
「が
ん」
がネックになった。
がんを抱え、どんな働き
方をすればいいのか。病院
にも学校にも相談できると
ころがなかった。
「病気が絶
対に大丈夫と言い切れます
か」
「病気が治ってから仕事

なった。その後は２年間、 人に支えられていると感じ
各地のリレーに参加した。
ました」
。来年は実行委員
そんな山下さんに、当時
長を支える側になりたい。
の実行委員長だった横山光
報告書にこう綴った。
恒さんから
「2012年の実行
「がん患者にとって、人
委員長を」
と声がかかった。 とのつながり、社会とのつ
実現するなら、岐阜大学
ながりは生きる力になるこ
で開きたかった。自身の発
とを、身をもって改めて実
病が大学生のころ。学生に
感しました」
参加してもらいたかった。
◇
治療を受けているのが岐阜
リレー・フォー・ライフで
大学病院だった。
生まれるつながり。そこに
４月に岐阜大との共催が
かかわる人たちを追った。
決まり準備が始まる。そし （日本対がん協会
て半年。10月13、14日の
阿南里恵）

繋がり①
山下芙美子さん

リレー・フォー・ライフ in
岐阜2012実行委員長

生きる自信

ラルフローレンがイベント・チャリティオークションで
がん征圧に寄付を

宝印刷「株主様社会貢献プログラム」でピンクリボン支援
ディスクロジャーやI R
ログラムによるもので株主

ウオークの後、オークシ
ョンやスペシャルオーダー

支援サービスを行う、宝印
刷株式会社
（東京都豊島区）

優待制度による寄付。対が
ん協会は感謝状を贈った。

のピンク色の可愛いらしい
スイーツの販売などが行わ
れた。商品の落札・購入金
額の全額が日本対がん協会

は約183万円が日本対がん
協会の
「ほほえみ基金」
に寄
付した。株主の社会貢献プ

同社は社内でもピンクリボ
ンの活動を推進していきた
いという。

ラルフローレン株式会社
（東京都中央区）
は11月２

に寄付された。
ピンクポニーは、同社

「ピンクリボン・チャリテ
ィゴルフ」
が10月３、
４日、

ゴルフを通じ、男性も含
めて乳がんに対する正しい

日、チャリティイベント
「PINK PONY DAY」
を
開き、社員ら450人がピン
クポニーＴシャツを着て東

が、がんの早期発見、早期
治療を啓発し、医療格差を
なくすことを目的に世界中
で行っているチャリティキ

兵庫県加東市の高室池ゴル
フクラブで開催された。３
日はプロアマ競技、４日は
女子プロによる競技。大会

知識を啓発し、乳がん検診
受診を推進するのを趣旨に
開催された。トーナメント
に出場する機会のない女子

ャンペーン。日本での寄付
終了後、日本対がん協会の
先は日本対がん協会で、 「ほほえみ基金」
に40万円
2003年から寄付している。
が寄付された。

プロゴルファーへ試合出場
の機会を作るなどを目指し
ている。

京・永田町の日枝神社から
本社まで5.3㌔を歩いてが
ん啓発を行った＝写真。

ピンクリボン・チャリティゴルフで「ほほえみ基金」に寄付

