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｢ホットライン｣順調に船出
看護師とソーシャルワーカーが回答

大松氏は「相談者の話を聞き、具
体的で適切な情報を提供して納得し
てもらい、主治医ともう一度話しを

不安から医療費まで

してもらうなり、セカンドオピニオ
ンを探すなど、次のステップに踏み
出してもらうことが大事だ。まず情

日本対がん協会の｢がんホットラ

にがん患者が増えるにつれ、患者や

報、そして心のサポートを付け加え

イン｣が、４月18日から始まった。

家族の悩みは医療面だけでなく、生

る、という気持ちで対応できれば、

初日は各地から相談が相次ぎ、開始

活面から、医療費の問題まで広がっ

相談者に喜んでもらえると思う」と

の午後１時半から終了の４時半まで

た。手術に対する不安や、手術を終

の基本的な考え方を示した。また

の3時間に８件の相談に回答し、順

えたあとの生活上の不安、高額な医

「どうしても答えが用意できない質

調なスタートを切った。

療費をどう払うかという悩み、ある

問もある。その場合は、その旨率直

相談を希望する人は、自分の悩み

いは会社での立場の変化で日々不安

に言うしかないのでは」
とも述べた。

をだれかに聞いてほしいという願い

を強めたりなど、医療相談ではカバ

さらに、手際よく応答するために必

が強いようだ。

ーしきれない内容が多くなり、生活

要な文献・資料やインターネットサ

や心理の専門家が対応することが求

イト情報についても話が及んだ。

この相談は、がん患者や家族の生
活上の悩みや不安、医療費の問題な

められるようになっていた。
◇

どに、看護師１人とソーシャルワー
カー２人が交代で回答する。１回20
分まで。

出席した担当者らは「相談が始ま
ったら、担当者は定期的に集まって

「がんホットライン」を担当する

自分が受けた相談内容について情報

看護師、ソーシャルワーカー、協会

交換し、より適切な応対の途を研究

これまで対がん協会のがん相談

職員らの研修会が４月 1 2 日、東

する必要がある」などと、今後の心

は、①毎週月曜日の｢電話無料相

京・銀座の協会本部で開かれた。国

構えについても話し合った。

談＝事前予約制｣②偶数月２回、奇

立がんセンター医療連携室のソーシ

数月１回の｢無料面接相談＝事前予

ャルワーカー、大松重宏氏を講師に

約制｣の２つがあった。

招き、積み上げた経験から来るノウ

しかし、高齢化社会の到来ととも

協会本部がん無料相談
◇ホットライン がんの不安や

ハウを聞いた。
当は癌研究会付属病院と東京都医
師会推薦の医師。午後２時から４
時まで、１人25分ずつ。

生活の悩みに答える。火〜金曜の

◇電話相談 月曜日の午後、１

午後１時半から４時半までで、１

人15分以内で。担当は日本対が

回20分まで。予約は不要。電話

ん協会の近江和夫顧問医。

03-6215-7060。

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

◇面接相談 毎月１〜２回、東

は月〜金曜の午前10時〜午後４

京・銀座６丁目の協会本部で。担

時半まで電話03-3571-5203へ。
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７支部長、
９事務局長が交代
日本対がん協会の７支部で支部長

赤十字社香川県支部事務局長）▽事

が、９支部で事務局長が交代した。

務局長

主な移動は次の通り
（敬称略）
。

任 清水邦夫
（専務理事兼事務局長）

栃木

事務局長

上杉純夫
（県保

健福祉部参事）▽退任

牧佳輝
（事

務局長）
新潟 支部長 佐々木繁 県医師
会長▽副支部長 鈴木幸雄 県福祉

藤田純子
（企画室長）▽退

（副支部長）
福岡

支部長

原信之
（西福岡病
く ま も とけ ん

院院長）▽専務理事

し

（独
隈本健司

新事務局長
栃木 上杉 純夫

高知 副支部長 永野健五郎 高

（うえすぎ・すみお）

知市医師会長▽同 渡邊泰方 県経

氏 県保健福祉部生

営者協会専務理事▽退任 今橋経任

活衛生課長、同部参
事を歴任。59歳。

新支部長
新潟 佐々木 繁

新潟 梶井 克彦

（ささき・しげる）

（かじい・かつひこ）

立吉田病院事務長）▽退任 倉品克

氏 県医師会長。71

氏 県人事委事務局

明
（支部長）
、
丸山仁
（副支部長）
、
岡玲

歳。

参事、県立吉田病院

保健部長▽事務局長

梶井克彦
（県

事務長を歴任。
59歳。

子
（事務局長）
富山 専務理事兼事務局長 土、方
義和
（県人事委員会事務局長）▽退
任

井田善久
（専務理事）
、
五島茂樹

（常務理事兼事務局長）

山梨 仙洞田 保
長野 大西雄太郎

（せんどうだ・たも

（おおにし・ゆうた

つ）氏 県企業局次

ろう）氏 県医師会

長、県福祉保健部次

長。70歳。

長を歴任。58歳。

せ んど う

山梨 常務理事兼事務局長 仙洞
だ

たもつ

富山

田保
（県福祉保健部次長）▽退任
小林一
（常務理事兼事務局長）
長野 支部長 大西雄太郎 県医
師会長▽副支部長 高山一郎 県衛
生部長▽退任

中澤馨
（支部長）
、
澤

寛

ず）
氏 県教委次長、

（なかじま・ひろし）

県人事委員会事務局

氏 県医師会長。67

長を歴任。59歳。
京都 内村 和博

岐阜 副支部長 青山二美雄 副
理事長兼専務理事▽退任

義和

（ひじかた・よしか
三重 中嶋

歳。

田祐介
（副支部長）

土、
方

（うちむら・かずひ
ろ）氏 前三菱東京

坂井昭
滋賀 三谷健太郎

UFJ銀行梅田中央ロ

静岡 副支部長 鈴木勝彦 県医

（みたに・けんたろ

ーン推進室部長代

師会副会長▽専務理事 篠原彰 県

う）氏 前県企業庁

医師会副会長

長。60歳。

（副支部長）

大阪 高嶋 徹夫

三重 支部長 中嶋寛 県医師会

（たかしま・てつお）
氏 朝日新聞西部人

長▽退任 山本器
（支部長）
滋賀

支部長

三谷健太郎
（県企

京都 森

洋一

業庁長）▽退職 田崎正善
（支部長）

（もり・よういち）

京都 支部長 森洋一 府医師会

氏 府医師会長。58

長▽事務局長

内村和博
（三菱東京

高嶋徹夫
（朝日

新聞大阪総務部次長）▽退任 市場
岡山 支部長 末長敦 県医師会

岡山 在本

茂

次長、県牛窓海洋ス
岡山 末長

敦

（すえなが・あつし）
氏 県医師会長。74

屋邦夫
（事務局長）

部次長を歴任。
59歳。

氏 倉敷地方振興局

長代理）▽退任 油谷桂朗
（支部長）
事務局長

事課長、同大阪総務

（ありもと・しげる）

歳。

UFJ銀行梅田中央ローン推進室部
大阪

理。55歳。

ポーツ振興会常務理
事を歴任。62歳。
香川 藤田 純子
（ふじた・すみこ）

歳。

長▽副支部長 中原佑介 山陽新聞

氏 業務課長、企画

社会事業団専務理事▽専務理事 渡

課長、企画室長を歴

辺睦生
（県立大事務局長）▽事務局
長

在本茂
（県牛窓海洋スポーツ振

興会常務理事）▽退任

小谷秀成

（支部長）
、
高野葵
（副支部長）
、
藤原昌
弘
（専務理事）
、
柚木敏雄
（事務局長）

福岡 原

信之

（はら・のぶゆき）
氏 前西福岡病院院
長。65歳。

任。
52歳。
大分 古長 正次
（こちょう・まさつ
ぐ）氏 県議会事務
局長、臼杵市助役を

な か が わよ し の り

香川

専務理事

（日本
中川宜興

歴任。59歳。

平成18年５月１日

（１部７
０円）

立行政法人宮崎東病院院長）▽退任
齋藤貴生
（支部長）
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代理が相談に来たのが64人だった。

相談と電話相談の2005年度の結果

また、相談対象となった人の男女別

がまとまった。

は、男が87件、女が77件だった。

る はじめ

大分 副支部長 大津留源 県福
祉保健部長▽専務理事兼事務局長

面接相談 面接相談は、癌研有明

予約をしたのに当日キャンセルし

こ ちょう ま さ つ ぐ

（臼杵市助役）▽退任
古長正次

阿

部実
（副支部長）
、志水泰道
（専務理
事兼事務局長）
宮崎

病院と東京都医師会から医師が対が
ん協会本部に派遣され、
偶数月２回、
奇数月１回の計18回行われている

常務理事

坂東啓男
（県地

域生活部参事兼生活･文化課長）▽
退任 串間安圀
（常務理事）

福岡県支部が移転

たのは15件あった。
電話相談 対がん協会の近江和夫
顧問医が、毎週月曜の午後、電話で
の相談に応じている
（予約制）
。

（予約制）
。
05年度は延べ164件の相談に応

05年度は42回開かれ311件、１回

じ、１回平均9.1件だった。この数

平均7.4件の相談に応じた。前年度

字は前年度よりも21件多く、平均

に比べると回数は２回減、総件数で

1.2件増となっている。

はマイナス８件、平均は0.1件の増

福岡県対がん協会(日本対がん協

部位別で最も多かったのは大腸･

会福岡県支部)は２月15日、〒810-

直腸で25件、続いて肺の24件、胃

部位別では乳房が47件で最も多

0001福岡市中央区天神４丁目に移

21件、前立腺18件、乳房17件など

く、次いで肺45件、前立腺30件、

転した。電話は092−722−2511に

となっている。

胃28件、大腸･直腸25件、その他24

変わった。

（６面に関係記事）

長崎県支部が名称変更
長崎県総合保健センター(日本対
がん協会長崎県支部)は４月１日、
「長崎県健康事業団」と名称を変更
した。住所、電話、ファクスの番号
はこれまでと同じ。

5月31日は世界禁煙デー
毎年５月31日は、世界保健機関

前年度は大腸･直腸24件で１位。
乳
房22件、
肺20件、
前立腺14件、
胃12件、

加だった。

件、子宮体部16件、子宮頸部と卵
巣14件ずつ。

面接相談164件、電話311件
昨年度の
がん相談

目立つ乳房･大腸･肺

子宮頸と胆それぞれ６件、
膀胱と膵

04年度は乳房76件、大腸･直腸と

臓と喉頭･咽頭･舌が５件ずつなどだ

肺それぞれ39件、胃33件、前立腺

った。トップを占める５部位は多少

23件、子宮体16件、子宮頸と膵臓

の差があっても前年度と同じだった。

と卵巣がそれぞれ12件などだった。

05年度の相談者を地域別に見る

相談者の住所は北海道から沖縄ま

厚生労働省は、世界禁煙デーから６

と、東京都内が83件で最も多く、前

でに及ぶ。最も多いのが東京の87

月６日までの１週間を
「禁煙週間」
と

年度の64件に比べ19件増えた。そ

件、続いて神奈川の41件、千葉32

して、
禁煙啓発の行事を催している。

のうち23区内からは63件で、前年

件、埼玉29件。次いで福島と大阪

WHOが決め決めた世界禁煙デー

度の51件に比べると12件増だった。

が13件で並び、愛知から11件、兵

（WHO）が定める「世界禁煙デー」
。

庫から10件などとなっている。

の今年のテーマは
「たばこ：どんな形

続いて神奈川からは34件で、前

や装いでも命取り
（Tobacco：Deadly

年度の26件に比べ８件増。埼玉か

in any form or disguise）
」
。

らは22件で前年度よりも１件増だ

女が214人で、例年どおり女が圧倒

った。千葉からは16件で、前年度

的に多い。相談したいことが本人の

に比べ５件減。首都圏からの相談が

ことであるケースが168件、家族や

圧倒的に多いが、遠くは北海道、和

友人知人のことである場合が143件

歌山から上京しての相談もあった。

あった。

催しの詳細は未定。

医療制度改革
対応策を検討
３団体の連絡協議会

相談者は男79人、女85人。本人

相談者の男女別では、男が97人、

相談対象となった人の男女別は、

が来たのが100人、家族や友人など

男123件、女188件だった。

かを中心に意見交換した。

日本対がん協会はことし３月、放射

がんを含む生活習慣病の早期発見
を目指して検診活動を展開している

生活習慣病対策に焦点を当てた制

線技師研修会を結核予防会と共催し

日本対がん協会３団体の平成17年

度改革下では、検診とセットで行わ

たが、18年度も引き続き歩調を合

度第２回定期連絡協議会が３月31

れる保健指導の効果も新たに評価の

わせて実施することになった。

日、東京都千代田区の結核予防会で

対象になるため「レベルの高いサー

開かれた。出席した代表計13人は、

ビスをしなければ検診・指導の受託

18年度の放射線技師研修など、そ

に影響が出かねない」との調査報告

度がん征圧スローガン」の表で、入

れぞれの年間計画を説明した上で、

も示され、それに対応する保健師の

選作が「向き合おう！ あなたの体

厚生労働省が進めている医療制度改

研修態勢強化などについて、真剣な

と がん検診」をあるのは「がん年

革にどう対応し、互いに連携するの

議論が続けられた。

齢」の誤りでした。訂正します。

結核予防会、予防医学事業中央会、

訂正

４月号２面の「平成18年
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平成16年度がん検診実施状況（下）
頸部受診は
４万人減少
子宮がん検診
子宮頸がん

2004年度の実施支

部は前年度と同じ39支部。受診者

診が減り、日母方式が増えたことに

平成18年５月１日

なっている。
7 1 人からがんが見つかったが、
受診者全体から見ると0.18％で、ほ
ぼ前年度並みだった。

なる。
子宮体がん 実施した支部は前年

◇
子宮がん検診は平成16年４月の

度と同じ20支部で、受診者の総数

検診指針見直しで、頸がん検診は

は４万4423人。前年度に比べると

「対象を20歳以上とし、受診間隔を

3108人のマイナス。市町村数で見
た対がん協会支部の実施率は29％
だった。

２年に１度」となった。
また、体部がん検診は「子宮頚部
がんの問診の結果により、有症状者

数は158万7702人。前年度より４万

１次検診は20支部とも子宮頸が

及びハイリスク者に対しては、第一

1354人減だった。市町村数から見

ん検診と同時に実施し、子宮体がん

選択として、十分な安全管理のもと

た対がん協会支部の実施率は、平成

検診を単独でも実施したのは２支部

で多様な検査を実施することができ

の大合併で市町村数の変動が激しい

だった。

る医療機関の受診を勧奨することと

が、77％だった。

要精検者は929人で、受診者総数

なるが、引き続き子宮体部の細胞診

検診方式別では、検診車による受

の2.1％を占めた。前年度は2.4％だ

（子宮内膜細胞診）を実施すること

診は107万0887人で、前年度に比べ

ったので、ほぼ同水準と言える。こ

について本人が同意する場合には、

ると４万4866人の減。この減少だ

のうち66.2％に当たる596人が精検

子宮頚部がん検診に併せて引き続き

けで04年度の受診者減を超えてい

を受けた。前年度の精検受診率は

子宮体部の細胞診を実施する」とな

る。受診者全体に占める割合は

70.6％だったので、4.4％の減少と

っている。

67.45％で、前年度に比べ1.1％のマ
イナスだった。
このうち8011人、0.75％が要精
検だった。精検を受診したのは
6956人で受診率は86.8％。461人に
がんが見つかり、がん発見率は
0.04％だった。

前立腺がん
22万人台に
その他のがん検診

年度は1.48％だった。
甲状腺がん

実施したのは14支

部で、
前年度に比べて１支部減った。
受診者総数は34万6305人で、前年
度に比べると実に９万2175人のマ
イナスだった。

前立腺がん 実施した支部は２支

方式別に見ると、検診車による検

けた。前年度に比べると704人減。

部増えて34となった。受診者総数

診が23万8362人で９万8923人のマ

全体に占める割合は7.45％で、人数

は 2 2 万 8 8 1 8 人で、５万 7 7 5 6 人、

イナスとなっている。施設での検診

はわずかに減ったものの、全体に占

33.8％増だった。04年度の支部検診

は逆に3252人増えている。この結

める割合は、わずかながら増加して

の中で10％以上増えたのは前立腺

果、受診者全体に占める割合では検

いる。

がん検診だけだった。

診車が68.8％、施設が31.2％で、施

施設での検診は11万8266人が受

このうち752人、
0.64％が要精検と

0 4 年度に実施した全支部とも、

設の比重が前年度よりも上がってき

判定され、
79.1％に当たる576人が精

腫瘍マーカー（PSA）による血液

検を受けた。精検受診率は前年度に

検査で、うち１支部は触診を併用し

比べると5.4％のマイナスとなった。

た。
超音波を使う支部はなくなった。

診と同時に行い、このうち４支部は

要精検は１万6597人で、受診者

子宮がん検診も同時に行っている。

がんが見つかったのは85人で、
受診者総数の0.07％だった。

ている。
検診実施の14支部とも乳がん検

全体の7.3％を占めている。前年度

検診の内容はいずれも専門医の視触

の7.8％から少し下がっているが、

診によるもので、１支部はX線を併

委託を受けた（日母方式）のは39万

要精検率は他の部位に比べると高

用している。

8549人で、全体の25.10％だった。前

い。精検を受診したのは１万0230

年度に比べると4216人増えている。

人で、要精検者の61.7％と低かった。

の1.5％だった。精検受診者は4128

前年度に比べても６％も低い。

人で、受診率は83.0％だった。発見

一方、対がん協会支部が細胞診の

このうち1.4％に当たる5455人が
要精検と判定された。精検を受診し

がん発見率は0.81％。前年度に比

要精検者は5048人、受診者全体

がんは前年度の約３分の２の84人

たのは3472人で、
要精検者の63.2％。

べると0.67％の減少となるが、
「確

他の方式に比べると低く、前年度に

定がん」と「がんの疑い」を分けて

比べても10.1％低下している。

計算したため。両方を合わせた方式

で行ったが、受診者総数は 2 1 万

子宮頸がん検診全体で見ると、受

で計算すると1.58％になり、これま

4308人で前年度よりも4533人のマ

診者数は検診車による検診と施設検

で最高の発見率となる。ちなみに前

イナスだった。

で、受診者全体の0.02％だった。
肝胆膵腎

前年度と同じ19支部

平成18年５月１日

（１部７
０円）
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検査の方法は14支部が超音波を
採用。うち５支部では肝機能検査を
併用している。肝機能検査のみの支
部はなくなった。
要精検者は１万1166人で、受診
者全体の5.3％。精検受診率は7704
人で71.5％だが、支部によっては
9 6 ％を超えたところがある一方、
10％台の支部もあった。
がん発見は75人で、内訳は肝がん
20人、胆がんが14人、膵臓がんが11
人、腎臓がん30人だった。発見率は
受診者全体に対して0.04％だった。
神経芽細胞腫 検診を実施したの
は２支部で、前年度の11支部から
大きく減った。受診者総数は2738
人で、前年度の約60分の１まで落
ちている。
要精検は４人、
受診者全体の0.1％
で、全員が精検を受けた。しかし、
がんの発見はゼロだった。
この検診は、小児がんの一種であ
る神経芽細胞腫を早期に発見できる
として1984年度以降行われてきた。
最近では対象者の９割が受診し、神
経芽細胞腫は累計2913人から発見
された。
しかし、欧米でこの検診の死亡率
減少効果がないのではないかとの報
告が出され、厚労省が検討会を組織

go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/

受診率の分布 市区町村のがん検

し検討した結果、
「いったん休止す

04/index.html）
。老人保健事業報告

診受診率の分布は、肺がんは受診率

ることが適切」との結論を04年に

のうち、がん検診に関する部分は次

50％以上の市区町村が全体の40％

出した。そして04年度から公費検

の通り。

を占め、比較的高い。しかし、子宮

診が実施されなくなっている。

５部位の検診
受診率落ちる
16年度の老健事業報告

受診状況

平成16年度のがん検

がん、乳がんは受診率が20％に届

診の受診率は、胃がん12.9%、肺が

かない市区町村が全体の50〜60％

ん23.2%、大腸がん17.9%、子宮が

を占めている（表の右側参照）
。

ん13.6%、乳がん11.3%だった（表
の左側参照）
。

また、市郡別では政令市14大都
市はすべてのがん検診において全国

前の年度に比べ、５部位とも受診

平均より低く、郡部はすべてのがん

度地域保健・老人保健事業報告の概

率が落ちている。中でも子宮がん、

検診において全国平均より高くなっ

況を公表した
（http://www.mhlw.

乳がんの落ち込みが大きい。

ている。

厚生労働省はこのほど、平成16年

（6）
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女性受診者への配慮優先
人間ドックに進出する支部
プライバシー保護にも力
日本対がん協会の支部で、健診

快適さ、プライバシー｣を掲げてい

（検診）センターを作る動きが相次

る。胃X線撮影、マンモグラフィ検

いでいる。２月には福岡県支部が

診、内視鏡検査などのほか、電子内

「総合健診センター」をスタートさ

視鏡や腹部と乳房のエコー
（超音波）

せ、４月には山形県支部が酒田市に

検査が出来る。また、乳房自己触診

「庄内検診センター」を移転開設し

も指導している。１日人間ドックと

た。また、青森県支部も「あおもり

して、モデルコースと標準コースを

人間ドッグセンター」を新設した。

２つずつ用意している。

山形：庄内健診センターの胃部
X線検査装置

人間ドックだけで

福岡：総合健診センターの待合室

なく、法定健診や健

青森県支部の話では、医師不足の

康診断にも対応して

せいで、一般の病院で人間ドックを

いる。

希望しても受けられないこともあ

１次健診・検診で

り、売れ行きは順調だという。同支

再検査や精検が必要

部は「これから人間ドックと事業所

になった場合は、付

検診を柱と考えている」ということ

設クリニックで受診

だった。

できる。また、クリ

山形 庄内検診センター（詳細は

ニックでは、生活習

４月号参照）は、１階のレディース

慣病の一次予防を目

ホールに女性対象の健診設備を集中

的とした高血圧、肥

し、子宮がん検診室、マンモグラフ

満等のフォローや治

ィ室のほか、トイレと更衣室もまと

人間ドックや健康診断に進出し始め

療を行なっている。希

た背景には、平成の大合併で自治体

望すれば専門医療機関

が減ったうえ、財政がいっそう厳し

を紹介している。

さを増し、
健診の見直しが進む中で、

青森 総合健診セン

新たな展開を図ったものと見られ

ターに隣接した鉄骨2

る。

階建てで、延べ床面積

この３つのセンターに共通なの

は1838平方メートル。

は、健診・検診の質の高さは当然だ

１階は診察室、指導室

が、女性とプライバシーの重視だ。

のほか、レディースホ

女性向きに明るさや家具類の色を工

ールがあり、助成対象

夫し、ゆったり感を演出している。

の健診が効率よく出来

また、これまでは十分に配慮されて

るよう、子宮検診室、

いるとはいい難かったプライバシー

マンモグラフィ検診

も、話し声が漏れないよう、また、

室、乳腺エコー（超音波）検診室が

めている。各種のがん検診のほか、

健診の記録が他人にのぞき見られた

まとめられている。乳房検査は、受

人間ドックや、職場や学校の定期健

りしないよう、
注意が払われている。

診者全員にエコー（超音波）検査を

康診断などにも対応できる。

福岡

青森：人間ドックセンターの乳腺エコー装置

｢福岡県対がん協会のがん

行ない、40歳以上にはマンモグラ

有海躬行会長は落成記念式のあい

検診は、人間ドックに広がりまし

フィ検査を併用している。２階には

さつの中で新設移転について、
「庄

た｣とうたい、同協会と同じビルの

内視鏡室，ＣＴ室、胃部撮影室、胸

内地域では健診の需要が伸びてい

３階に総合健診センター、２階に付

部エコー室などがある。

る。また、時代とともに住民がかか

設クリニックを設けた。
総合健診センターは462平方メー
トル。｢３つの理念｣として｢高い質、

健診で磁気カードを1枚持つだけ

る病気の種類がこれまでとは変わっ

で効率よく回れるようなシステムが

て来た。こうした事態に対応しなけ

採用されている。

ればならない」と強調していた。
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う団体が催しを組織し、体育館を会
場にした。リレー･フォー･ライフは
12時間だった。
リレー･フォー･ライフだけでな
く、会場となった体育館の講堂では
がんに関する講演が行われたり、廊
下には16か国のスタンドが出され、
お国柄を表したがん資料などが公開
された。現地の新聞も紙面を大きく
割き、好意的に取り上げた。
日本対がん協会は日本スタンドに
｢乳がん

あなたは大丈夫？〜がん

検診を受けましょう〜｣、｢肺がんに
禁煙キック!!｣などの協会制作DVD
や、｢乳がんの自己検診法｣などのパ
ンフレット類を提供することで参加
した。

ルクセンブルクでリレー･フォー･ライフ

◇
９月につくば市でリレー･フォー･

対がん協会もDVD 参加
欧州のルクセンブルクで３月19

（7）

ライフを開催するため、日本対がん
協会は患者団体、病院、自治体など

「ルクセンブルク対がん基金」とい

と相談を進めている。

日、｢リレー・フォー・ライフ｣が開
かれ、現地日本大使館の好意で日本
対がん協会も 参加 した。
リレー･フォー･ライフ（Relay
for Life）はがん征圧を訴える運動
の一つ。普通は屋外で、がん患者や
家族、友人、知人などの参加者がチ
ームを組み、夜通し交代でトラック
を走ったり歩いたりする。タイムや
順位を競うのではなく、励ましあい
助け合いながら、がん征圧への気持
ちを高めてゆく。参加者による寄金
や、参加者の加速や友人による募金
が、
がん対策に使われることになる。
始めたのは米国対がん協会とされ
ており、同協会の年間活動費の多く
は、リレー･フォー・ライフでの寄
付でまかなわれている。現在はアジ
アも含め様々な国で催されている。
３月19日のルクセンブルクでは、

リレー･フォー･ライフの模様を見開きで報じた現地のタブロイド紙。リレー
だけでなく、演奏など得意なことで参加する人もいる
＝在ルクセンブルク日本大使館提供

乳がん撲滅チャリティゴルフ

募金を対がん協会へ寄付
株式会社一の宮カントリー倶楽部
（本社･東京、コース・千葉県一の宮

一
の
宮
C
C

楽部はこれからも小児がん征圧、盲
導犬育成などのためのチャリティ大
会を催す予定だという。
同社の川崎達雄社長は「目に見え

会」での募金など計31万８千円を

る形で、参加してくださった方々に

寄付した。

も喜ばれる社会貢献をしたい」と語

町）は４月17日、日本対がん協会

この大会は４月２日に同倶楽部で

り、９月にも第２回の乳がん撲滅チ

に「乳がん撲滅チャリティゴルフ大

開催され、135人が参加した。同倶

ャリティゴルフを開催するという。

（8）
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6月1〜3日
名古屋で開催

人病研究事業団の細井董三健診セン

よる「がん検診を上手に利用するに

ター長による「胃がん検診の上手な

は―肝臓がん」などの講演が行われ

消化器がん検診学会総会

受け方」
、福井県健康管理協会県民

る予定。

第45回日本消化器がん検診学会

健康センターの松田一夫所長による

大会事務局は〒454-8509名古屋

総会は６月１日〜３日、名古屋市千

「がん検診を上手に利用するには―

市中川区尾頭橋3-6-10藤田保健衛生

種区の名古屋市中小企業振興会館

大腸がん」
、日本赤十字社熊本健康

大学第二教育病院（電話052-323-

（吹上ホール）で開かれる。テーマ

管理センターの三原修一検診部長に

5646、ファクス052-323-9886）
。

は「集団検診からがん検診へ―新た
なる飛躍」
。

人が応募し、そのうちの11編が収

同学会の荒川泰行理事長による講

められている。

演「日本消化器集団検診学会の過

初めての出産後に乳がんが分かっ

去・現在・未来」
、芳野純治会長に

たけれど、家族の愛情に包まれて手

よる講演「胃がんの発育とがん検

術を乗り越えた女性。検診で胃がん

診」
、特別講演として日本消化器内

が見つかり胃の四分の三を切った男

視鏡学会の丹羽寛文理事長による

性。悪性リンパ腫の治療を受けたが

「胃・大腸集検における消化器内視

｢韓国の君への恋心｣をきっかけに若

鏡の役割」などがある。

返りに励む女性。胃の不快感から

シンポジウムは「胃がん検診の新

｢がんかも｣と覚悟を決めたが胃炎と

しい戦略」
、
「便潜血反応陰性大腸が

わかり、以後は検診を受けるように

んの実態とその対策」が行われる。

なった男性。

パネルディスカッションは国立が

どの一編も、がんの治療に最善を

んセンターがん予防・検診研究セン

愛知のがん体験文集

尽くし、家族や周囲の理解を得て、

ター情報研究部濱島ちさと診療支援

第22集を刊行

打ち勝った経験を語り、あわせて検

情報室長の「医療経済から見たがん
検診」などが予定されている。
６月３日14時からは「がん検診

愛知県健康づくり進行事業団によ
る「がん検診･予防の体験文」が今

診の大事さ、日ごろの予防の大切さ
を語っている。

年も刊行された。1984（昭和59）

問い合わせは同事業団（電話052-

を上手に利用するには」をテーマに

年に始まったこの体験文集も今回で

971-5395、ファクス052-971-5396）

市民公開講座が開かれる。霞ヶ浦成

第22集となった。平成17年度は19

へ。
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