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がん情報提供開始
がんセンターにがん対策情報センター

診療･診断や研究･研修の支援も
がんに関する幅広い情報提供と医

医療情報提供、
がんサーベイランス、

療水準の向上・均てん化を図る「が

多施設共同研究支援、
がん診療支援、

ん対策情報センター」が10月１日、

がん研究企画支援、情報システム管

東京・築地の国立がんセンターに開

理の６つの機能を通じて目標達成に

設された。

努めるとしている。

昨年８月に厚生労働省が策定した

同情報センターが1日から提供し

「がん対策アクションプラン2005」

ているホームページ「がん情報サー

の「国民・患者のがん医療に対する

ビス」
（http://ganjoho.ncc.go.jp/）

不安や不満の解消を推進するととも

は、各種がんの解説から治療法、病

に、現場のがん医療水準の向上と均

院検索、心のケアなど生活上の疑問

てん化を図るための情報提供ネット

にも答える内容を盛り込んでいる。

ワーク構築」が具体化されたもの。

初日は７万件近くのアクセスがあ

「必要な情報を整備し、研究、教

り、がんセンターのホームページを

育研修や予防、診断、治療、リハビ

合わせると13万件を越え、これまで

リ、
患者ケアなどに資するため企画、

に比べ倍増、
関心の高さを伺わせた。

に１万人

調整、評価の役割を担う」ことを使

２日目は約９万件で、その後数日間

神戸、29日には初めて仙台（写真）

命に掲げており、幅広くがん対策を

も６〜７万件とアクセスが殺到した。

で開かれ、乳がんの早期発見と早期

関心が高いのは「各種のがんにつ

治療を訴えた。
（３面に関連記事）

推進する予定だ。
加藤抱一センター長以下スタッフ

いて」や「がん診療連携拠点病院一

は約70人。臨床試験・診療支援部、

覧」
、続いて「血液・リンパもくじ」

「病院をさがす」
「乳が
がん情報・統計部、
がん対策企画課、 「大腸がん」
情報システム管理課からなり、がん

協会本部がん無料相談

ん」
「肺がん」の順になっている。
師会推薦の医師。午後２時から４
時まで、１人25分ずつ。

◇がんホットライン 火〜金曜の

◇電話医療相談 月曜午後１時

午後１時半から４時半まで。がん

20分から４時40分まで、１人15

の不安や生活の悩みに看護師とソ

分以内で。担当は日本対がん協会

ーシャルワーカーが電話で答える。

の近江和夫顧問医。

予約は不要。電話03-6215-7060。

いずれも無料だが、面接と電話

◇面接相談 毎月１〜２回、東

医療相談は予約が必要。申し込み

京・銀座６丁目の協会本部で。担

は月〜金曜の午前10時〜午後４

当は癌研究会有明病院と東京都医

時半まで電話03-3571-5203へ。

ピンクリボン・スマイルウオーク
10月７日に東京、21日

（2）
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対 が ん 協 会 報

初の支援センター相談員講習会に
全国拠点病院から３００人が参加
がん患者やその家族の不安や疑問
に対応するため、全国のがん診療連

患者団体代表も出席したがん相
談支援センター相談員講習会＝
９月20日、東京都江戸川区船堀
のタワーホール船堀で

き機能についての
説明があった。

携拠点病院に設置される「相談支援

さらに、すでに

センター」の相談員を養成する初め

医療相談室などを

ての講習会が９月20日、東京・江

先行して設けて相

戸川区で開かれ、全国の拠点病院の

談業務の実績を重

担当者ら約300人が出席した。

ねてきた広島県立

がんに関する情報を提供するた

平成18年11月１日

広島病院、栃木県

め、国立がんセンターに置かれる

立がんセンター、

「がん対策情報センター」が10月１

国立病院機構四国

日に発足するのに合わせた講習会

がんセンター、熊

で、
厚生労働省と正力厚生会の主催、

本市立熊本市民病

国立がんセンターの企画、日本対が

院、
住友別子病院、

ん協会と静岡県立静岡がんセンター

静岡県立静岡がんセンターの担当者

が開催に協力した。

が講演やシンポジウムを通して、そ

会場には、患者団体代表席も設け

現場からの声が聞かれた。

国立がんセンターの垣添忠生総長

れぞれの体験を披露しながら、セン

られた。求めに応じて発言した患者

が「これからのがん医療と相談支援

ター設置に当たっての注意点、問題

団体代表の１人は
「がん治療のため、

センターが目指すもの」
の題で講演。

点などを明らかにした。

こんな医療を受けたいと思っても、

がん検診や緩和医療、がん登録の重

会場からは
「乏しい人員の中から、

その病院を探し当てられないのが現

要性、第３次対がん10か年総合戦

相談センターの要員を確保すること

状だ」と発言。別の１人は「どこに

略の概要や、ことし成立したがん対

自体がなかなか難しい」
「相談窓口

住んでいても同じような医療と心の

策基本法など、がん医療を取り巻く

のカウンター配置をどのようにした

ケアを受けたいと望んでいる。地域

多様な状況を説明した。厚生労働省

ら気軽に来てもらえるか」など、セ

の医療資源などを調査して提供して

からは相談支援センターが果たすべ

ンター設置に向けて動き出している

ほしい」などと述べた。

がんの死亡者は32万5941人

対がん協会に「戦略研究」推進室

05年の人口動態統計確定数
厚生労働省がこのほど発表した平

がん対策

厚労省から実施支援を受託

日本対がん協会はこのほど、厚生

成果目標：１）診断治療と同時に始

成17年（2005年）の人口動態統計

労働省がん対策推進室が実施する

まる緩和ケア利用率の倍増

（確定数）によると、がんによる死

「がん対策のための戦略研究」の実

２）がん死亡者における在宅死亡割

亡者は32万5941人で前年より5583

施支援団体に指定され、10月12日

人増えた。死亡総数の30.1％を占め、

付けの通知文書を受け取った。これ

平成22年度までの５年間にわた

死因の１位。男は19万6603人（前

に基づいて、協会内に同研究推進室

って研究が行われ、協会は研究を進

年比3507人増）
、女は12万9338人

を設けた。

めるにあたっての運営委員会、倫理

（2076人増）
。部位別では肺がんが6

合の倍増、の２件。

同研究は、がん対策の更なる推進

委員会などの設置や運営、研究参加

万2063人で１位、胃がん５万311人、

をはかるため、厚生労働科学研究費

者の公募、研究支援体制整備などの

大腸がん４万830人、肝がん３万

補助金
（第３次対がん総合戦略事業）

業務を行う。また、研究の進捗状況

4268人となっている。男の前立腺

の研究課題として平成18年度から

や、得られた研究成果を公表し、そ

がんは9265人、女の乳がんは１万

新たに設定された。

れに基づく普及啓発なども行う。

721人だった。肺がんの前年比は

取り組みが始まる研究課題は①乳

3.5％増と伸び率は2.1ポイント減少

がん検診における超音波検査の有効

確実に解決を図ることが求められて

したものの、2141人増と相変わら

性を検証するためのランダム化比較

いる課題について、昨年度から行わ

ず増加数は飛びぬけている。
（４〜

試験＝想定成果目標：受診者におけ

れている。これまで、糖尿病予防対

６面に都道府県別の死亡者数・死亡

る乳がん死亡率３割減②緩和ケアプ

策、自殺関連うつ対策の研究が始ま

率）

ログラムによる地域介入研究＝想定

っている。

戦略研究は、
国民的ニーズが高く、

平成18年11月１日
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（１部７
０円）

朝日新聞社と日本対がん協会主催
のピンクリボンシンポジウム「ピン
クリボンあなたの笑顔のために〜乳

（第三種郵便物認可）

（3）

く、
「死ぬしかないと思った」こと

可能です」と早期発見の重要性を強

もあったという。

調した。

しかし、夫の俳優、村井国夫さん

パネルディスカッションでは、７

がんに負けない〜」

月に誕生した初の乳

が10月１日、東京・

がん看護認定看護師

「乳がん克服へ勇気と希望を」

有楽町朝日ホールで

ピンクリボンシンポジウム

の武石優子さんが、

開かれた。第１部で

音無美紀子さん・大空眞弓さんが体験談

患者・家族のケアや

は約800人の参加者

を前に、女優の音無美紀

サポートを専門に行

っていることを紹介した。

子さんが「発病から公表

乳がん体験者向けの第

するまで16年かかった。

２部では、聖路加国際病

でも告白して大勢の方か

院の中村清吾乳腺外科部

らパワーや元気をもらっ

長が、最新の治療法や抗

た」と勇気や希望を持つ

がん剤について、専門的

ことの大切さを訴えた。

に説明した。

音無さんは、あけぼの

シンポジウムは10月

会会長のワット隆子さん

22日に神戸市でも開催

との対談で自らの体験を

され、女優の大空眞弓さ

語った（写真）
。18年前

んがワット隆子さんと対

の39歳の時、左乳房の

談。タイトルは「がんな

がん摘出手術を受けた。きっかけは

ら家族の励ましで、精神的にも支え

んてなによ！」
。大空さんは乳がん、

長女の幼稚園のお母さんたちと雑談

られてきた。そして「乳がんは早期

胃がん、食道がんを克服した多重が

していて、
検診が話題になったため、

発見、早期治療をすれば何も怖いこ

んの体験者だが、笑顔を絶やさず、

自己検診でしこりを見つけた。発見

とではありません」と会場に呼びか

明るく、前向きにがんを語った。ワ

は早期だったが左脇のリンパに２つ

けた。

ットさんが再発や転移の不安は、と

のがんが転移していたため乳房は全

基調講演では、東京都立駒込病院

尋ねると「全然心配しないの。がん

摘出された。術後、生きる自信を失

の戸井雅和・外科部長が「大きさ２

が出てきたらやっつけるの」
。その

い、うつ病になった。とくに乳がん

センチ以下で見つけ、適切な治療を

ためにも「早期発見がいちばん！」

を隠しながら女優業を続けるのは辛

行えば、95％の方が10年以上生存

と検診の大切さを強調した。

小谷さんら早期検診呼びかけ
スマイル
ウオーク

仙台でも2000人が参加

街を歩きながら乳がんの早期発

ターの大野靖之さんのほか、スポー

見・早期診断・早期治療を呼びかけ

ツコメンテイターの小谷実可子さん

るピンクリボン・スマイルウオーク

と双子タレントのアン☆ドゥも初参

（朝日新聞など主催、日本対がん協

加。小谷さんは８月に２人目を出産

会など後援）が10月、東京、神戸、

した経験から「母親として一人だけ

仙台の３会場で開催され、約１万

の命ではないことを改めて痛感しま

今年初めて開催された仙台会場でも

200人が参加した。

した。授乳が終わったら、すぐに検

勾当台公園を拠点に10キロと５キ

７日に行われた東京大会には

診に行きます」と乳がん予防に取り

ロのコースに2000人が参加し、が

5000人が集まり、六本木ヒルズア

組む決意を語った。アン☆ドゥの姉

ん検診「先進地」として関心の高さ

リーナを発着点とする15キロ、11

雅美さんは４年前に乳がんを発見、

が伺われた。

キロ、６キロのコースに分かれて歩

苦しい闘病生活が続いてきたが「妹

いた。若い女性や家族連れの姿が目

やたくさんの人たちの支えで、わた

宮城県支部の協力も得て、各会場に

立ち、表参道や丸の内、銀座、皇居

しもがんばろうという気持ちになっ

乳がん征圧の展示スペースを設置

などの景観を楽しみながら長い列を

た」と体験を話した。

し、パンフレットや触診モデルで自

進めた。

日本対がん協会では兵庫県支部、

21日に行われた神戸会場でも東

己検診の推進などを呼びかけた（写

おなじみのスポーツキャスターの

遊園地発着の10キロと５キロのコ

真）
。また、
「ほほえみ基金」への寄

荻原次晴さん、シンガーソングライ

ースに3200人が参加した。29日に

付を募り、計17万円余が集まった。

全国と各都道府県の表の数字は上から総数、男、女の順。死亡率は人口10
万人当たりで、人口は平成17年国勢調査の要計表データを使い、日本対が
ん協会で算出した。
「順」は死亡率の全国比較順位で、死亡率の最も高い

数値が1位。部位別のうち「大腸」は「結腸がんと直腸Ｓ状結腸移行部が
ん」の合計、
「肝」は「肝及び肝内胆管」の、
「肺」は「気管、気管支及び
肺」の略。

厚生労働省人口動態統計（確定数）から、日本対がん協会作成

2005年 都道府県別のがん死者数・死亡率
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患者の自立を促す支援
癌治療学会総会
市民公開講座

（7）

（第三種郵便物認可）

内外の活動幅広く紹介

き、
がんに立ち向かうことができた」
と話し、日本では覚悟を得るまでの
サポートが足りないとし、寄金を募
る土壌を作る必要を述べた。岸本さ
んも「医療者とのパートナーシップ

がん患者の心の支援−日本の現状

く、新しい治療法やシステムを実現

のために」心の支援が欠かせないこ

と課題−をテーマにした第44回日

するために、どういう組織を作った

とを、例をあげながら示した。

本癌治療学会総会の市民公開講座が

らいいか、などを知っていただきた

10月17日、東京・新宿の京王プラ

い」と開催の狙いを説明した。

ザホテルで開かれた。

米対がん協会（ＡＣＳ）ボランテ
ィアのカロール・セフリンさんは、

患者からの発言として、ＪＩＳ＆

自らの乳がん闘病体験を例にＡＣＳ

開会の挨拶で、総会会長の赤座英

Ｔ社長の関原健夫さんとエッセイス

の手厚い支援態勢を紹介。
「ＡＣＳ

之・筑波大大学院教授は「患者さん

トの岸本洋子さんが講演。関原さん

は患者や家族を助けるだけでなく、

の役に立つ企画をしたいと思った。

は「６回の手術を乗り越えた」体験

力を与え、自ら動き出すのを促すの

肩を寄せ合って慰め合うだけではな

から「死生観を培うことで覚悟がで

です」と互助の仕組みを話した。
群馬大名誉教授の山中英壽さんは

ありがとう。ＲＦＬさん。
がんのサバイバーになって、10

俵

年たつ。前半の５年は、ただひたす
らがんから逃げたかった。
出来れば、
がんを忘れていたかった。後半の５

（

萠子

作家、がん患者団体
支援機構理事長

年は、ひょんなことから患者会にか
かわってしまい、いやでもがんと向
き合わざるを得なくなった。患者会
の役割や必要性がようやく私にわか
ってきたころ、哀歓を共にした仲間
が１人、２人と欠けていく。その時、
私を捉えた感情は、予想もしないほ

）

ＮＰＯ群馬前立腺がん患者を支援す

リ
レ
ー
・
フ
ォ
ー
振・
りラ
返イ
っフ
てを
上

ど激しいものだった。
＜彼女のために、仇を打ちたい。が

る組織の理事長として、医師と患者
が水平の関係で理解し、信頼し合え
ることを理念に、移動相談会やＥメ
ールでの医療相談など幅広い活動を
していることを説明した。
ベルギー・アントワープの腫瘍セ
ンター所長、ルイ・デニスさんは、
欧州には18カ国の前立腺がん患者
団体が参加する連合組織があり、Ｑ
ＯＬ向上や早期発見、最適な治療推
進など国を超えて取り組んでいるこ
とを紹介した。
最後のパネルディスカッションで
は、医師と患者のコミュニケーショ

んやがん医療と闘うのだ。彼女が生

そう。手術以来、初めてのタイプ

ン不足について国立がんセンターの

きていれば、やりたかったであろう

のよろこび。誇らしさ。私は、思わ

垣添忠生総長が「学生時代にがんの

ことを、
残っている私がやらないと、

ず、スタートラインに走っていこう

教育を受ける機会がなく、がんセン

サバイバーとして恥ずかしい＞

として、横にいた人から服を引っ張

ターの研修も技術面に全力を挙げて

られた。

おり余裕がない。診察しながらなど

とまで思うようになった。こんな
気持ちに私がなるなんて、10年前、

「あなたは、これからトークショ

あらゆる機会に話をする努力がい

乳がんの全摘手術をうけたころは、

ーに出るのです。
ご紹介しますから、

る」としたのに対し、岸本さんは患

想像もできなかった。

ここに居てください」

者側として「事前に勉強し質問を整

2006年９月２日。土曜日。快晴。

そう。そうだったのだ。私はこの

理する。診察室に挨拶して入る」こ

私は、一度乗ってみたかった「つく

日、トークショーに出演するため、

ばエクスプレス」に乗る。筑波大学、

このグラウンドに立っていたのだ。

陸上競技場のグラウンドに降り立つ。

それを忘れるほどの衝動が、その時

◆日本対がん協会岡山県支部（岡

となどを促した。

セレモニーのあと、大きな声でア

私を捉えた。乳房を失った女が、手

山県健康づくり財団）人事（８月

ナウンスがあった。
「最初はまず、

術以来はじめて味わった、よろこび

2 5 日付）

サバイバーのかたからッ。サバイバ

と誇らしさ。

県保健福祉部長▽退任

ーのかた、どうぞ、スタートライン
へッ！」
その時、私の体の中を走った感情
を、なんと表現すればいいのだろう
か。

それを与えてくれた「リレー・フ

副支部長

田原克志
宮嵜雅則

（副支部長）

ォー・ライフ」に感謝を申し上げた

◆日本対がん協会広島県支部（広

い。ありがとう。リレー・フォー・

島県健康福祉センター）人事（９月

ライフさん。
私はうれしかったのだ。

2 2 日付）

副支部長

迫井正深

広島県福祉保健部長▽退任 新木一
弘（副支部長）
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半年間で591人が相談

がんホットライン

平成18年11月１日

ジャパン・ウェルネス
竹中理事長に菊池寛賞

日本対がん協会が４月18日から

不明4人で相変わらず女性が圧倒的

始めた無料の電話生活相談「がんホ

に多い。相談内容では、
「診断・治

ットライン」が、10月17日で半年

療」が234件で半分近くを占めたほ

ＮＰＯ法人「ジャパン・ウェルネ

間を経過した。計153日で相談者は

か、
「不安など心の問題」76件、
「症

ス」の竹中文良理事長と同法人の第

591人、１日平均では3.9人になる。

状・副作用・後遺症」73件などが

54回菊池寛賞受賞が10月13日に発

７月から相談スタッフを１日２人体

多い。また、医療者との関係は49

表された。12月１日、ホテルオー

制にしたほか、対がん協会のイベン

件で、医師とのコミュニケーション

クラ東京での授賞式で、他の５件と

トなどでホットラインの案内を拡充

に悩んでいる人も多い。

ともに受賞する。受賞理由は「医師

した結果、９月から相談数が増加し

部位では乳がんが137件で最も多

としての知見とがん患者としての体

てきた。とくに10月は９日間で107

く、次いで肺がん74件、胃がん71

験をもとに、がん患者とその家族の

件の相談がよせられ、１日20件近

件、大腸がん67件、前立腺がん38

心の問題を追求する執筆活動の傍

い日もあった。

件、子宮がん30件などとなってい

ら、ＮＰＯ『ジャパン・ウェルネス』

る。

を設立、多くの患者と家族の心のケ

相談者は女性443人、男性144人、

アにつとめた功績に対して」
。
ー沢井診療所へは10月６日に京都

ジャパン・ウェルネスは、９月２

市で、それぞれ同連盟から目録が贈

日の「リレー・フォー・ライフ・ジ

呈された。島根県環境保健公社は昨

ャパン2006」に多くの会員らが参

年、マンモグラフィ検診車を導入し

加、協力。日本対がん協会から竹中

ピンクリボン基金で購入したマンモ

たが、人間ドックや健康診断の専門

氏あてに感謝状が贈られた。

グラフィを、財団法人島根県環境保

施設である総合検診センターにマン

健公社
（日本対がん協会島根県支部、

モグラフィがなかった。京都ブレス

松江市古志原）と京都ブレストセン

トセンターは11月に開かれる診療

▽10月19日 100万円 柴闢逵彦

ター沢井診療所（京都市北区）の２

所で、京都府に住む女性の乳がん検

さん（福岡県北九州市）＝がんで亡

か所に寄贈することを決めた。

診受診率を50％にすることを目指

くなった妻、召子さんの香典などを

島根と京都にマンモ寄贈
女子テニス連盟

日本女子テニス連盟はこのほど、

島根県環境保健公社へは９月27
日に松江市で、京都ブレストセンタ

して活動を始める。
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《大口寄付》

「がんの早期発見の実用化に役立て
て」
。
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