
なってきた。さらにがん対策基本法

ができるなど、がんの対策は研究所

や病院から社会に移っていく時期で

あり、新しい対がん協会が発展する

ことを祈っています。至らない私を

長年支えていただいた皆様、とくに

一線でご苦労されている支部の方々

に感謝したいと思っています」と述

べた。

理事会・評議員会のあと、「杉村

会長に感謝する夕べ」（写真）が開

かれ、長年の労をねぎらった。

日本対がん協会

杉村会長退任、顧問に
後任は垣添氏が就任予定

公共広告機構（ＡＣ）の年間広告

キャンペーンに来年度も日本対がん

協会の乳がん征圧活動支援が選ばれ

た。昨年度の初採用から３年連続に

なる。

ＡＣのキャンペーンは、「公共福

祉活動をする非営利団体の広告活動

を支援する」のが目的で、テレビＣ

Ｍや新聞・雑誌広告を制作し、７月

から１年間に随時、放映及び掲載さ

れる。毎年度、申請を審査して決定

されており、来年度は対がん協会を

含めて６団体が選ばれた。

対がん協会支援は、昨年度は、会

社勤めの夫と小学生の娘を送り出す

主婦が登場し「最も頼りにされる年

代が乳がん年齢です」などのナレー

ションが流れる「乳がん年齢」編。

今年度は女優の宮崎ますみさんが自

らの体験から「自覚の大事さ」を語

る形でマンモグラフィ検診受診を呼

びかけるキャンペーンが展開されて

いる。

ＡＣが3年連続
対がん協会支援

日本対がん協会は11月27日、東京

都内で理事会・評議員会を開き、杉村

隆会長（80）の退任と顧問就任を決め

た。後任は国立がんセンター総長で

同協会常務理事の垣添忠生氏（65）が

就任予定。杉村氏が同日付で就任し

た顧問は新設されたもので、重要な

事項に関して理事長の諮問に応じる。

杉村氏は1986年12月に対がん協

会の常務理事に就任、93年７月に、

初代の塩田広重会長が65年に死去

後、空席となっていた会長に就任以

来、13年以上にわたって会長職を

務めてきた。

垣添氏は、がんセンター中央病院

院長などを経て、2002年４月から

総長。対がん協会では、95年に評

議員に就任し、02年からは常務理

事を務めている。

杉村氏は退任のあいさつで「最近

は対がん協会の活動が大変多面的に
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師会推薦の医師。午後２時から４

時まで、１人25分ずつ。

◇電話医療相談 月曜午後１時

20分から４時40分まで、１人15

分以内で。担当は日本対がん協会

の近江和夫顧問医。

いずれも無料だが、面接と電話

医療相談は予約が必要。申し込み

は月～金曜の午前10時～午後４

時半まで電話03-3571-5203へ。

協会本部がん無料相談

◇がんホットライン 火～金曜の

午後１時半から４時半まで。がん

の不安や生活の悩みに看護師とソ

ーシャルワーカーが電話で答える。

予約は不要。電話03-6215-7060。

◇面接相談 毎月１～２回、東

京・銀座６丁目の協会本部で。担

当は癌研究会有明病院と東京都医
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県健康財団専務理事が平成20年度

からの医療構造改革にふれ、「検診

を取り巻く環境は大きな課題が山積

している。情報を共有しながら事業

展開に生かしていただきたい」と述

べ、質疑に入った。

がん対策基本法では、国・地方公

共団体・医療保険者・国民・医師の

責務が明示された。各支部の間では、

平成19年４月の施行へ向けて検診

の精度を高め受診率向上に結びつけ

る必要があることが確認された。具

体的な取り組みとして、総合健診の

者がピーク時の57％に減るなど減

少食い止め対策が急がれるとの意見

が述べられ、賛同する声が多く出さ

れた。とくに、20歳代では関心の

低さ、検診そのものへの抵抗感が足

を遠のかせているといった分析が報

告された。学校現場で早い時期から

教育が必要だとする意見もあり、別

の支部から私立女子大で講演会を開

いたり、県と県医師会が協力して妊

婦検診の際に子宮がん検診を合わせ

て行う方法を導入したりといった工

夫が紹介された。簡単なアンケート

ピールし、女性団体への働きかけを

通した広報活動の大切さを力説し

た。活動の輪を広げることが大事だ

とし、大腸がんで検診率に応じて料

金単価を引き下げる新たな試みに来

年度は挑む計画を紹介した。

子宮頸がんで関心が高いヒトパピ

ローマウイルス（HPV）検査を取

り入れる準備を進めている支部か

ら、NPO法人を利用するか単独実

施かの問題が投げかけられた。中に

はNPO利用方式を考える支部もあ

日本対がん協会近畿ブロック会議

が10月５日、神戸市で開かれ、協

会本部と支部から約30人が出席し

た。平成18年度に全国で開かれる

ブロック会議の皮切りになったこの

日、日本対がん協会常務理事の関戸

衛事務局長は「がん対策基本法には、

我々が主張してきたがんの受診率向

上や精度管理などの大切さが盛り込

まれた。このようなときこそ、新た

なことに挑戦していくべきではない

か」と挨拶した。

ブロックを代表して西海薫・兵庫

東北・北海道ブロック会議は10

月19日、約40人が参加して札幌市

で開かれた。

一般財源化、市町村合併に加えて

子宮・乳がん検診の隔年受診の影響

で受診者数が横ばいか減少している

実情報告が相次ぐ中、平成20年度

に始まる２段階方式の健康診断にど

う対応するかが経営の運命を左右す

るとして、むしろこれからをビジネ

スチャンスにつなげなくてはならな

いという決意も披露された。

支部の一つから、子宮がんの受診

中国・四国ブロック会議は岡山市

で11月１日、結核予防会と合同で

行われ、約40人が参加した。各県

支部からの提案議題には、業績に連

動した賞与や退職給付会計の導入状

況といった多岐にわたる問題が含ま

れ、熱心に討議が続いた。

受診率を上げるための対策につい

て、18年度の受診者数を胃がん、

肺がん、大腸がんなどで増加と見込

んだ支部は、講演会や健康まつりに

積極的に参加して検診の大切さをア

「交付金」の上乗せも検討 近畿

公益法人問題など論議

公益認定へ検診差別化 東北・北海道

検診率に応じ単価下げ 中国・四国

促進や、住民の受診成績がよい市町

村に対し「特別調整交付金」のよう

な形で上乗せ支給する仕組みをつく

るよう県と話を進めている、県から

委託を受けてがん患者のデータベー

スを整備しがん対策充実をはかるた

め「がん登録事業」を始めたことな

どが報告された。

マンモ装置のデジタル化はフィル

ムレスになりモニター診断が可能な

ど受診者と撮影者の負担が減る利点

を認める一方、高額な設備投資が必

要で経営が思わしくないため検討に

とどめていると一部の支部から現状

報告された。

によれば、検診車方式より施設検診

が受診しやすいという傾向が見てと

れたという。

平成20年度へ向けて焦点になる

公益法人制度改革をめぐるやりとり

もあり、公益性で意見が交わされた。

何が公益なのかの基準、解釈はまだ

あいまいだという前提ながら、「わ

れわれの検診内容が他とどう違うか

多くの人に納得が得られなくてはな

らない」「精度管理を進めて差別化

し、がんによる死亡者の減少にいか

に貢献しているかが問われるのでは

ないか」など、今なすべきことが確

認された。

ったが、婦人科系医師の意見を聞き

ながらデータをモデルに自らの施設

で検討を始めたなど、関心の高さを

表して真剣に意見交換がされた。

マンモグラフィによる乳がん検診

は、同じ県内でも単独と併用が混在、

また逐年検診と隔年検診、２方向撮

影の態勢にばらつきがある問題が取

り上げられたほか、検診料金設定で

の工夫や、常勤医師や外部読影委員

会に委託した二重読影態勢を守る意

味など、細部にわたる議論が続いた。

超音波検診は、導入を視野に入れな

がらも技術的な勉強にとどめるなど

情報収集に意欲が示された。

ブロック会議
各地で開催
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島ちさと・検診評価研究室長が、検

診ガイドラインの推奨レベルと表現

について説明。対策型（住民検診型）

には推奨されないが任意型（人間ド

ック型）には受診者が十分説明を受

けて判断すれば実施可能とする選択

肢も示した。これらの例として、大

腸や胃の内視鏡、胸部ＣＴ、ＰＳＡ

検査などを挙げた。

例となった前立腺がんのＰＳＡ検

査については、がんセンター中央病

院泌尿器科の藤元博行医師が診断と

治療経験をもとに詳しく説明した。

それによると、ＰＳＡはがん発見に

効果はあるものの万能ではなく、確

野県支部が、「近い将来有効性が評

価されると考えている。県医師会の

支援もあり、今後も推進する」と積

極的な取り組みが示されたの対し、

「行政の予算措置が危惧される」「料

金も高い」などから、導入に慎重あ

るいは消極的な支部が目立った。

乳がん検診の指針から外れた若年

層（40歳未満）の対策では、各県

独自の方針を立てて取り組み、超音

波を用いた検診を推進している支部

が多かった。また「閑散期の収入確

保と機器活用のため、当期限定の低

場合に健診の下請けがＸ線撮影、現

像を行い、元請がフィルム読影や結

果報告などを受け持った例が紹介さ

れた。デジタル機器導入に伴う諸問

題は経営に大きく響く。外部医師へ

の画像読影の委託など体制づくりの

問題が投げかけられ、機器導入に伴

う画像ネットワークシステムづくり

での補助金制度の創設に前向きに対

応すべきだといった意見も出された。

値段の安さを打ち出した検診業者

との競争という側面から、精度管理

の必要性が多くの支部から相次い

がん検診の精度管理に関する日本

対がん協会の第３回研修会が11月

28日、東京・築地の国立がんセン

ターで行われた。

先ず、がんセンター検診技術開発

部の斎藤博部長が「がん検診の有効

性がある、なしにかかわらず、横並

びで推奨されている傾向があるが、

区別して実施する必要がある」とし、

とくに「早期発見＝有効」というの

はすべてに根拠があるわけではない

と指摘した。そして検診しなければ

決して症状も出ず、診断もされなか

ったがんについては過剰診断の恐れ

がある、と述べた。続いて同部の濱

有効性の根拠なしに横行精度管理
研修会

ＰＳＡ検診の位置づけ論議

関東・甲信越ブロック会議は11

月９日、約30人が参加して群馬県

渋川市で開かれた。

冒頭のあいさつで群馬県健康づく

り財団の岡英夫常務理事は「今われ

われは大変な局面に立っている。平

成20年の特定検診体制や新公益法

人認定への対処を共通の課題として

取り組んでいきたい」と述べた。

各県支部から提案された７議題に

ついて議論された。厚生労働省研究

班から有効性に疑問が投げかけられ

た肺がんのＣＴ検診については、長

東海北陸ブロックは11月21日金

沢市で開かれ、各支部と本部から約

20人が集まって、検診事業の現状と

課題を中心に熱心な討議が行われた。

近県支部同士の業務提携は、繁忙

状況を見比べて検診車を融通しあう

試みがすでに実施されている。この

日の協議は、他の健診機関との業務

提携の現状がやりとりされた。住民

検診を一元的に引き受けていること

から、職域検診でも同じような精度

の必要性を他機関に要求するなどの

努力を続けている事例や、胃検診の

ＣＴ検診に慎重姿勢も 関東・甲信越

他機関との業務提携も 東海・北陸

定診断には針で刺す生検をしなけれ

ばならない。しかも、死亡に影響し

ないようながんが多く発見される可

能性があり、過剰診断や過剰治療の

要因になりやすい。そのうえで、65

歳以下に限定するなど、検診への導

入は慎重に検討すべきだと指摘した。

質疑では、支部の担当者から「他

の市町村でやっているからうちも、

と議会の要請で導入した例がある」

「女性は乳がん、子宮がんなどある

が、男性用がないので追加した」な

ど、有効性を検討せずにＰＳＡ検診

が行われている実態が報告された。

斎藤部長は「有効性が証明されて

いない検診は、受診者にとって逆に

有害になりうる。少なくとも老健事

業と同じ横並びの考えで行われるの

はおかしい」と警告した。

額料金を設定し、美容院などにリー

フレットを置き呼びかけ」をする工

夫も紹介された。

また、精度管理にかかわる要精検

者の追跡調査については、各支部と

も連絡票などで情報収集に力をそそ

いでいるが、個人情報保護法との関

係で医療機関の協力が得られにくく

なっている状況も報告された。

このほか、がん征圧活動募金では、

各支部とも年を追って募金額が減少

している。とくに市町村合併で医師

会など関係団体数も減少し、新規会

員獲得も思うように進まないなど、

苦慮している声が目立った。

だ。住民と自治体へ納得してもらう

ため、質の高い内容の検診だとどう

理解してもらうか、他業者との差別

化が重要だとの意見が多く出た。要

精検者の受診結果を把握して定期的

に自治体に報告、未受診者への受診

勧奨をする大切さも確認された。

子宮がん・乳がんの受診率向上へ向

けた策として、地域紙での広告を利

用した啓発や、市町村との会議を予

算編成時期にずらして緻密な打ち合

わせをすることで意思疎通をよく

し、その結果、率が上昇機運をみせ

ている工夫が紹介され、前向きな意

見が交わされた。
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受診率向上のためには、申し込み

用紙の直接配布や受診者の利便性向

上が有効――山形県が行った胃がん

検診の実態調査で、積極的できめ細

かな取り組みが効果を上げているこ

とがわかった。

９月下旬に開催された第13回が

ん検診に関する検討会で山形県から

報告された。それによると、山形県

が行った調査は、一次検診及び精密

検査について、市町村を実態調査し

て分析し、受診者を増やすため積極

的に工夫しながら取り組んでいる例

を他の市町村に情報提供及び指導を

行うことにより受診率の向上を図る

のを目的とした。

具体的には、１次検診の実態把握

として①検診の周知方法、②検診の

実施体制で、①は、どのように住民

に配布しているか、郵送のみか、個

別に受診勧奨か、など、②は、どの

ように実施しているか、特定の日に

指定会場での受診か、住民の都合の

よい日に最寄りの医療機関で受診

か、などを調査した。

その結果、県内の市町村の多くは、

各世帯に受診申込用紙を配布し、希

望者を募っているが、配布方法は各

市町村で異なり、これまでは保健推

進委員が各世帯を訪問し配布してい

る場合が多かったが、最近は個人情

報保護の観点から、個別に郵送する

例が増加しており、回収率低下が懸

念されている。また、広報誌や検診

予定カレンダーの配布のみで、希望

者が電話申込という方法をとる市町

村は、受診率が低かった。このため、

希望者が各市町村の担当課に連絡し

て申し込むより、各世帯に申込用紙

を配布した方が、受診率向上に役立

つことがわかった。

実施体制では、移動手段確保のた

め地区単位に専用バスを運行、総合

検診、ミニドックと称して各種がん

検診を一緒に実施、終了時間の目安

を示し、受診者の予定を立てやすく

直接勧奨で受診率向上
総合検診で利便配慮も山形県の

取り組み

する、ことなどが

受診者の利便性を

高め、受診率向上

の要因となること

がわかった。

精検の実態調査

では、結果説明会

で直接本人に受診

勧奨したり、文書

で受診勧奨し、そ

れでも受診しない

場合は、直接本人

に電話して受診勧

奨している市町村が多かった。胃が

ん検診のみ精検の無料券を渡して自

己負担額を補助している例もあっ

た。また、精検の受診を抑制させる

要因として、毎年受診しても「要精

検」と判定され続けることがあげら

れた。

モデルの大蔵村、医療費も最低

格安料金、初回受診者は半額

山形県の調査で受診率向上のモデ

ルとなったのが大蔵村だ。山形県の

中心部、月山の北に位置する人口

4226人の山村。日本の棚田100選に

選ばれた四ヶ村の棚田があることで

も知られる。

同村の検診は、検診申込用紙を案

内パンフレットとともに保健衛生推

進員の手で全世帯に直接配布、村発

行の「健康だより」などで検診情報

をＰＲ、村主催の健康のつどいなど、

あらゆる機会に受診勧奨して行って

いる。

また、「人間ドック」として総合

検診制をとり、料金も女性30,990円

が9,300円、男性24,990円が7,500円

と３割負担、70歳以上は無料にし

ている。マンモグラフィや超音波腹

部も1,000円前後の安い料金で追加

受診できる。さらに「きっかけ検診」

として初回受診者や40歳に到達し

この調査後、各保健所管内で実施

している老人保健事業評価検討会で

各市町村の取り組みを報告し、方法

について検討した。また、モデルと

なる市町村の事例を紹介し、保健所

が市町村へ指導する際に活用しても

らった。

女性が受診しやすい配慮をした

山形県支部の「庄内検診センタ

ー」。利便性向上も受診率向上

のカギだ＝山形県酒田市東町一

丁目で

た人は半額で済むサービスもしてい

る。さらに、これらの自己負担額を

増額する際は、負担を感じない程度

に徐々に上げる配慮もしている。

精検については、１次検診結果報

告会を地区ごとに実施し、結果を全

員に手渡しをして、精検対象者に受

診勧奨を実施している。３～４カ月

以内に受診しない場合は、電話や文

書で受診勧奨している。

この結果、同村のがん検診受診率

は、胃がんで82.3％（2004年）と県

内でもトップクラスになっている。

また、精検受診率も03年度で胃がん

が91.1％と高率を維持している。

さらに同村の老人１人当たりの年

間医療費は、02年で県平均より16

万5000円低く、県内44市町村で最

低となっており、こうした検診の積

極的取り組みの成果が現れていると

みられる。
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受診率向上へ
各支部も工夫
がん検診の受診率向上を目ざして

日本対がん協会の各県支部でも工夫

を凝らした取り組みがみられること

が、このほど実施したアンケート調

査などでわかった。

先ず目立つのが市町村や事業所な

ど実施主体への積極的な働きかけ。

「県下市町村のトップ訪問を展開」

（香川）や「県医師会役員と22市町

村の担当課長を訪ねて直接要請」

（長野）などで、営業担当者だけで

なく技師や保健師など全職員で活動

している例も多い。また、連携を強

めて勧奨の実を上げるため、市町村

の住民向け受診勧奨ハガキの作成、

配布を請け負う支部もある。

料金設定に知恵を絞る支部も多

い。冬季の閑散期を利用した割引

（岡山、石川、福井）や大口割引は

もちろん、シニア割引もある。「受

診率が上がれば料金を下げるシステ

ムを来年度から」（香川）など市町

村ごとに料金設定を変える動きもあ

る。一方でコスト削減のため日当廃

止やボーナス一部カットなど経営努

力もみられる。

サービス向上で受診しやすい体制

を整える支部も増えてきた。「お客

様第一主義で心ある接客を」（鳥取）、

「お客様レターで苦情や意見集めい

ち早く改善」（青森）のほか、時間

設定や予約制で待ち時間を少なくす

る努力も。各種検診を組み合わせる

ドック型や総合健診では、オプショ

ンで追加検診を促す支部も多い。さ

らに休日や夜間実施を導入すること

ろも増えており、都市部では歓迎さ

れそうだ。また、「検診センターで

高校美術部の作品展を開催した」

（山形）と施設に親しみをもっても

らう試みもみられた。

啓発や受診勧奨活動でも従来の枠

に捕らわれないものが目立つ。村祭

りや各種イベントを利用したＰＲの

ほか、「テレビ・ラジオＣＭに加え

ラジオ番組も企画」（青森）、「バス

の車内放送ＣＭを活用」などユニー

クな取り組みが進められている。

「生きる意欲持ち続けた妻」田原総一朗氏
講演会で強調

ナベツネさんが闘病体験談
「がん―医と心を考える」シンポ

「患者さんを支える家族の役割と

は…」をテーマにした「がん―医と

心を考える」シンポジウムが11月

17日、東京・有楽町のよみうりホ

ールで開かれた。

パネルディスカッションに読売新

聞グループ本社会長・主筆でナベツ

ネさんとして親しまれている渡邉恒

雄氏が出席し、８年前の前立腺がん

手術など自らの闘病体験を語った。

「私は大正15年生まれですが、死に

直面したのはこれまで３度ありま

す。最初は戦争、２度目は食道がん、

と誤診された時、そして前立腺が３

度目でした。食道がんといわれた時

は死を覚悟したけど、３度目はそん

なに怖いと思わなかった」と修羅場

続きで心構えができていたことを説

明した。

そして「垣添先生という名医がい

たし、なにより患者仲間に励まされ

た」と国立がんセンター屋上のたば

こ部屋（現在はない）で明るい重症

患者らとの交流を一番にあげ、「今

度がんになったら、喫煙室のあると

ころに行きたいが、今は探すのが大

変」と得意の毒舌で会場を煙に巻い

た。

ジャーナリストの田原総一朗氏が

10月28日、東京都内で開かれた

「がんサポート」講演会に出席し、

２年前に乳がんで亡くなった妻節子

さんの思い出を語った。田原氏の話

では、節子さんは８年前に、炎症性

という極めてまれで、たちの悪い乳

がんが発見された。医師には「長く

て半年です」といわれたという。抗

がん剤、放射線治療のあと手術がう

まくいったが、胸に大きな穴ができ

た。退院後、別の医師から穴は元通

りになりますから、介護を続けて下

さいといわれ「一緒にお風呂に入っ

てきれいに洗ってあげた。この年に

これを受けて、同席したがんセン

ターの垣添忠生総長は「私が中央病

院長の時、いらっしゃいましたが、

模範的な患者さんでした。手術か放

射線かと選択をお聞きしたら、『確

実に治るよう、全部取ってくれ』と。

何より感心したのは、最先端の粒子

線治療の本を持って入院されたこ

と。さすがは目先の鋭いジャーナリ

ストだと思いました」と治療法を理

解し信頼してくれたことを評価し

た。

20年前に大腸がん手術を受け、

ジャパン･ウェルネスを設立した竹

中文良代表は最近、肝臓がんが見つ

かり、手術を受けたことを告白し

「瞬間的に落ち込んで心の迷いもあ

ったが、最近ようやく、あと10年

はウェルネスの活動を続けようとい

う気持ちになった」と心の揺れの中

で夢や希望を持ち続けることの大切

さを説いた。

また、在宅ホスピスなどの活動を

しているホームケアクリニック川越

病院の川越厚院長は「患者は体で理

解しても心がついていかない。心の

ケアが大切で、日本はまだ遅れてい

る」と患者ケアの充実を訴えた。

なって女房との関係が密になり、こ

んなに楽しいことはなかった。穴も

元通り塞がった」という。

１年後に数値が正常に戻った回復

ぶりだったが、医師は「99％再発

します」と田原氏に話した。このた

め２人で十数か所旅行したが、徐々

に転移が広がっていった。それでも

節子さんは従来通り田原氏のマネジ

ャー役を精力的にこなし続け、死の

直前には寝台車でがんのシンポジウ

ムに出席したこともあった。そして

「半年といわれた女房が５年10カ月

も生きた」とあきらめない気持ちの

大切さを訴えた。
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＜１月＞

・国立がんセンター、中央病院と東

病院の敷地内を全面禁煙に。（１日）

・対がん協会各支部の05年度がん

検診状況が公表され、受診者数は前

年比38万人、3.2％減の1175万人だ

った。

＜２月＞

・日本自転車振興会助成で栃木県支

部に胃胸部併用Ｘ線テレビ検診車

（２日）、三重県支部に胃部Ｘ線テレ

ビ検診車（17日）がそれぞれ引渡

された。

・対がん協会第10回マンモグラフ

ィ撮影技術講習会が神戸市の兵庫県

支部で行われた。（３～５日）

＜３月＞

・対がん協会と癌研有明病院共催の

乳がん無料相談が高島屋日本橋店で

行われた（４～５、11～12日）

・第29回保健師看護師研修会が東

京で開催、74人が参加した。（６～

７日）

・第２回がん患者大集会が東京・渋

谷のＮＨＫホールで開かれ、2000

人が参加した。（19日）

＜４月＞

・一宮カントリークラブが「乳がん

撲滅チャリティゴルフ」の募金31

万8000円を対がん協会に寄付した。

（17日）

・がんの不安や生活の悩みに電話で

答える対がん協会の「がんホットラ

イン」がスタートした。（18日）

・９月に初めて開催されるリレー・

フォー・ライフの「日本版を考える

会」が横浜市で開催された。（29日）

＜５月＞

・対がん協会のブロック代表者会議

が東京で開かれ、新しい検診システ

ムなどについて論議した。（30日）

・世界禁煙デーの記念シンポジウム

が東京で開催され、禁煙支援をテー

マに講演や討論が行われた。（31日）

＜６月＞

・対がん協会の理事会・評議員会が

東京で開かれ、新理事長に朝日新聞

日本対がん協会　この１年の動き

社常勤顧問の広瀬幸雄氏が選任され

た。（７日）

・第24回全国よろこびの会総会が

仙台市で開催され、300人以上が参

加した。（８日）

・対がん協会の全国事務局長会議が

東京で開かれ、検診事業への課税問

題などを協議した。（15日）

・議員立法で提出されたがん対策基

本法が参院本会議で可決、成立した。

（16日）

・がん検診の精度管理に関する対が

ん協会の第１回研修会が、東京のが

んセンターで行われ、全国の支部か

ら50人が参加した。（16日）

・厚生労働省の05年人口動態統計

概数が発表され、がんの死亡者は32

万5885人と前年より5527人増えた。

＜７月＞

・対がん協会の乳がん征圧運動が公

共広告機構（ＡＣ）の年間支援キャ

ンペーンに採用され、テレビＣＭ放

映や新聞・雑誌掲載がスタート。

・ほほえみ基金へチャリティ募金す

る女子ゴルフの「フィランソロピー

ＬＰＧＡプレイヤーズチャンピオン

シップ」が茨城県・潮来カントリー

倶楽部で開催された。（20～23日）

・対がん協会が厚労省から委託され

ているがん医療水準均てん化事業で

第１次分の研修会・発表会など34

件が承認された。（21日）

＜８月＞

・対がん協会の禁煙キャンペーン広

告が「肺の日」に合わせて朝日新聞

全国版などに掲載された。（１日）

＜９月＞

・朝日がん大賞２氏、日本対がん協

会賞５氏１団体が発表された。（１

日）

・日本初のリレー・フォー・ライ

フ・ジャパン2006が茨城県・筑波

大学陸上競技場で開かれ、全国から

がん患者など1000人が参加した。

（２日）

・朝日がんセミナーが東京で開かれ

「がんとともに生きる」をテーマに

活発な議論が行われた。（７日）

・がん征圧全国大会が1000人が参

加して福島市で開かれ、対がん協会

賞受賞者の表彰などが行われた。

（15日）前日にはシンポジウムや全

国支部長会議なども開催された。

（14日）

＜１０月＞

・がん対策情報センターが国立がん

センターに開設された。（１日）

・乳がんの早期発見・早期診断・早

期治療を呼びかけるピンクリボン・

フェスティバルがスタート、シンポ

ジウムが東京（１日）神戸（22日）、

スマイルウオークが東京（７日）神

戸（21日）仙台（29日）で行われ

た。また、対がん協会の乳がん無料

電話相談が行われ約50人の相談に

応じた。（２～６日）

・対がん協会のブロック会議が近畿

（５日兵庫）北海道東北（19日北海

道）で行われた。

・厚労省から委託された「がん対策

のための戦略研究」推進室が対がん

協会に設置された。（12日）

・がん医療水準均てん化事業で第２

次分の研修会・発表会など23件が

承認された。（27日）

＜１１月＞

・対がん協会のブロック会議が中国

四国（１日岡山）関東甲信越（21

日群馬）東海北陸（21日石川）で

行われた。

・日本自転車振興会助成で埼玉県支

部に胃部X線検診車が引渡された。

（14日）

・対がん協会の臨時理事会・評議員

会が開かれ、杉村隆会長の退任と顧

問就任を決めた。後任は垣添忠生氏

が就任予定。（27日）

＜１２月＞

・対がん協会のブロック代表者会議

が開かれ、受診率向上対策などを協

議。（６日）

・対がん協会第12回マンモグラフ

ィ撮影技術講習会が札幌市の北海道

支部で開催。（16～17日）

（１２月は予定も含む）
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日本対がん協会が厚生労働省から

実施を受託している「厚生労働科学

研究（がん臨床研究）推進事業」の

①がん医療水準均てん化推進②研究

成果等普及啓発の２事業について、

今年度第２次募集分の研修会・発表

会開催計画、計23件全件の採択が

承認された。

10月27日まで開かれた専門委員

会（委員長：北島政樹・慶応大学医

学部外科学教授、計９委員）での審

査の結果、承認された。承認された

のは、専門分野研究者向け研修会１

２次募集は23件を承認 均てん化事業
研修会・発表会

リレー・フォー・ライフ・
ジャパンに参加して
二つの立場で、私は参加しました。

協会が企画したイベントである、ト

ークリレーに出るために。属してい

る患者・家族サポート団体のリレー

チームのひとりとして。

チームメンバーには、一週間前ま

で治験を受けていて、薬の副作用で

歩くのが困難だった人もいました。

足の回復がなんとか間に合い、行け

ればいいがと、メールに書いてきて

いました。

サバイバーによる一周目を歩く彼

の姿は、生き生きとして、この場に

いることそのものが、どれほどうれ

しく誇らしいかを、全身で表してい

ました。

そういう場を実現して下さった

方々に、心から感謝いたします。

無理をしている人がいないリレー

でした。トラック、フィールドのあ

ちこちで、自然な交流が生まれてい

ました。ルミナリエにこめた鎮魂や

祈りは、見る人に、たしかに共有さ

れていたと思います。時期、時間帯

など、検討課題はありそうですが、

よいスタートが切れました。

トークリレーでうれしかったの

は、笑い声がたびたび起きたこと、

そして客席に聞いた中で「がんとは

件。医師、看護師、保健師等ら医療

従事者向け研修会14件。一般市民

向け発表会８件。

計34件が採択された第１次募集

分と合わせ、今年度の合計採択数は

57件となった。研修会・発表会は、

北海道から九州まで全国にわたる。

協会支部からの開催計画としては、

三重県支部が申請した「がん患者の

心のケアとがん相談について（仮

題）」（2007年２月25日、津市の「アス

ト津　アストホール」で開催予定）

も承認された。同会場では、講演に

特に関わりないけれど、つくばエク

スプレスに乗りたくて来た」という

人がいたことです。

今後の発展の方向を、示唆してい

ると思います。がん関係者だけのも

のに、終わらせない。関係ない人が、

気軽に参加できるものにする。

そのためには広報です。がん患者

への支援や連帯といった意義、目的

をアピールするのもだいじですが、

何よりも「楽しそう」という印象を

持ってもらうことが必要です。

寄付だけの参加もあり、という点

も、おおいにアピールしましょう。

支援者の証しであるパープルのリス

トバンドをつけているのが、「かっ

こいい」ことになれば、しめたもの

です。

よる発表と合わせ、パネルの展示、

医療相談、健康相談も行う予定。

第２次募集で承認された研修会・

発表会は、第１次募集分とともに対

がん協会のホームページに掲載して

いる（http://www.jcancer.jp/）。

戦略研究リーダーを公募
本年度から厚生労働省がん対策推

進室が実施する「厚生労働科学研究

費補助金（第３次対がん総合戦略研

究事業）戦略研究（がん対策のため

の戦略研究）」の研究リーダー公募

が11月22日付けで始まった。応募

締め切りは12月13日。

研究課題は①「乳がん検診におけ

る超音波検査の有効性を検証するた

めのランダム化試験」②「緩和ケア

プログラムによる地域介入研究」の

２件で、それぞれ１名のリーダーを

公募する。研究実施期間は本年度か

ら平成22年度までの５年間。日本

対がん協会は、実施支援団体として

この研究に加わる。

日本自転車振興会の18年度補助

による胃部Ｘ線検診車が完成し（写

真）、11月14日に埼玉県支部（埼玉

日自振補助の検診車
埼玉県支部に引渡し

県健康づくり事業団）で引渡し・披

露式を行った。この検診車は日本対

がん協会を通じて同振興会から競輪

公益資金2047万５千円を受けて製

作された。引渡し式には、対がん協

会から関戸衛・常務理事が出席し、

埼玉県支部の冨田邦利・専務理事に

検診車のキーが引渡された。冨田専

務理事から「支部ではこれまで44

年間に251万人の胃がん検診を行

い、数多くの県民の健康を守ってき

たが、最新のデジタル撮影装置の検

診車が配備され、さらにがん征圧に

励みたい」との挨拶があった。
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岸本　葉子
（エッセイスト）
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《大口寄付》

▽10月31日　50万円　株式会社

創（小田原市）＝神奈川県支部扱い

▽11月13日　100万円　平野俊次

さん（福岡県）＝福岡県支部扱い

４月の診療報酬改定で注目されて

いる禁煙医療について、医療者向け

の指導マニュアルとして「禁煙医療

のための基礎知識」（中和印刷、Ａ

４判86ページ、税込2000円）が出

版された。神奈川県内科医学会が会

員用のマニュアルとして編集したも

ので、内容は、Ⅰ禁煙医療に必要な

タバコの知識とⅡ今日からできる禁

煙医療の２章に分かれ、Ⅰでは「ス

トレスを解消するという誤解」や「煙

の成分」など、たばこの有害性を、

やや専門的だが判りやすく説明して

いる。Ⅱでは日常診療の仕方などを

医療者向けに細かく解説したうえ、

問診票など外来開設キットも付録に

ついている。問い合わせは〒104-

0042東京都中央区入船2-2-14中和印

刷株式会社（電話03-3552-0426）へ。

医療関係者向けの
禁煙指導マニュアル

い患者になりま

しょう」として、

自分の治療方針

は自分で考える

ことや主治医と

の付き合い方、医師に聞いておくべ

きこと、など役に立つ情報やヒント

が盛り込まれている。

また、幅広い交友関係からさまざ

まな人達の生き方を紹介しているほ

か「あけぼの会」の会員との交流、

さらに「25年間のあゆみ」を加え

てその活動ぶりを詳しく披露してい

る。会のスタッフ、島崎亮子さんが

描いたネコをキャラクターにしたイ

ラストもほほえましい。

あとがきの「愛すべきワンマン、

ワット隆子さんのこと」で画家の後

藤栖子さんが「書くことも語ること

も実にストレートで正直」というと

おり、明るくパワフルな人となりが

感じられる。

問い合わせは〒113-0026東京都

文京区本郷6-16-2株式会社同友館

（電話03-3813-3966）へ。

乳がん体験者の組織「あけぼの会」

会長のワット隆子さんの新著「乳が

ん患者に贈る　愛と勇気の玉手箱」

（同友館、Ｂ６判224ページ、税別

1400円）が出版された。

ワットさんは、29年前に乳がん

手術を受け、その１年後に「あけぼ

の会」を設立、会長として乳がんの

早期発見、死亡者減少などを訴える

啓発活動を精力的に行ってきた。乳

がんとどう付き合い、どう生きてい

くか、そして乳がんの死を少しでも

減らすにはどうすべきか、を体験に

もとづいた具体例を示しながらつづ

っている。

「乳がん患者が強く美しく生きて

みせることが乳がんに対する偏見を

なくし、それが乳がんの早期発見に

繋がって、ひいては乳がん死を減ら

すことになる」を持論として、開き

直って、胸を張って、ユーモア精神

を忘れず、など「がんのあと潔く生

きる十か条」で励ましながら生きる

元気を与える。

しかし、掛け声だけでなく、「賢

乳がん患者に「愛と勇気」を贈る
ワット隆子さんの新著出版


