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リレー･フォー･ライフ準備進む
日本対がん協会は９月に、日本初

ストで開催した｢国際リレー・フォ

で開催されたリレー・フォー・ライ

のリレー・フォー・ライフを茨城県

ー・ライフ アジア太平洋地区トレ

フに参加することができた。

つくば市で開く準備をすすめてい

ーニング｣に参加した。

そのときの感想を、ボランティア

る。その研修を兼ねて、米国対がん

各国から参加者があり、リレー・

の遠藤理恵さんにつづってもらっ

協会（ＡＣＳ）が５月４日から７日

フォー・ライフについて詳細な講義

た。
（日本対がん協会事務局次長・

までオーストラリアのゴールドコー

や討論が行われたほか、６日に同市

市川博）
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ＡＣＳトレーニングに参加して 遠藤 理恵

楽しむ姿勢 前面に
４日間わたるトレーニングでは、

た。また、各国のトレーニング参加

リレー・フォー・ライフの意義につ

者から、各国の活動状況やリレー・

いて、
運営要員の役割分担について、

フォー･ライフの成功・検討事例に

ＡＣＳ関係者から詳細に説明され

ついて積極的な意見交換があった。

協会本部がん無料相談
◇生活相談 火〜金曜の午後１

師会推薦の医師。午後２時から４
時まで、１人25分ずつ。
◇電話相談

月曜午後１時20

時半から４時半まで。がんの不安

分から４時40分まで、１人15分

や生活の悩みに看護師とソーシャ

以内で。担当は日本対がん協会の

ルワーカーが答える。
予約は不要。

近江和夫顧問医。

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。

９月に初めて開催する日本にとっ
ては、ＡＣＳが作った詳細なマニュ
アルを、いかにカスタマイズするか
が課題となる。他の
国では地域の一般市
民が参加する、いわ
ば「コミュニティイ
ベント」であるのに
遠藤 理恵さん 対し、日本では全国

各地のがん患者が集まるイベントに
なるという大きな違いがある。
今後、地域のイベントとして定着
させていくことを念頭に、初回はス
タッフを全国から募り、運営ノウハ
ウを伝えることが大事だと思う。
（２面に続く）
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トレーニング３日目、ゴールドコ
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最初に、ノーマさんと友人の娘の
バーサさん（両親をがんで亡くし、

§
すっかり暗くなった夕方６時、参

ースト地域で開かれるリレー･フォ

親戚の家に住むという15歳）と、１

加者はステージ前に集合し、キャン

ー･ライフを視察することができた。

周10分の道のりを歩く。ノーマさ

ドル点灯式に参加した。静かで落ち

参加チームは80を超え、開催時間

んは、オーストラリア各地で開催さ

着いた雰囲気の中で、バグパイプや

は午後３時から翌朝９時までの18時

れるリレーががんの研究のための非

歌、黙祷などが行われた。

間。私たちはオープニングセレモニ

常に大きな財源となることをまず強

チームメンバーとともに、肩を組

ーからルミナリエまでの最初の５時

調し、また、リレーががん患者にと

み、手を取り合ってこのイベントを

間を視察した。

っていかに大切であるのかを説いた。

じっと眺める。感動して涙を流す私

会場のエバンデール湖は、緑と水

に気付いたメンバーたち

に囲まれた理想的な立地。
参加者は、

は、
無言で微笑みながら、

中央にある池を囲む小道を歩く。

私の肩をたたき、手をぎ

主催側の準備もさることながら、

ゅっと握ってくれた。

参加者側が主体的に盛り上げ、楽し

がんと闘う人、大切な

んでいこうとする姿勢が印象的だっ

人間をがんで失った人…

た。チーム全体としてのテーマを決

…彼らは私などに比べず

め、テント装飾やメンバーの衣装を

っと辛い苦しい経験をし

統一していた。

ていることだろう。そん
§

な彼らが、この異国から

クイーンズランドがん基金のご好

の飛び入り参加者をチー

意で、私はあるチームに入れていた

ムの一員として暖かく受

だき、メンバーとともに歩き、ルミ

け入れてくれた。私は

ナリエを経験した。チームリーダー

人々の優しさに触れ、１

のノーマ・ジリーさんは乳がん患

人ではないという安心感

者。第１回から５年連続で参加し、

を覚え、胸がいっぱいに

チームリクルーティング担当として

なった。

運営を支える主要なボランティアの

バーサさんは初参加とのことだった

その後、キャンドルの入った紙袋

１人である。

が、のんびり会話を楽しみながら歩

がコース沿道に並べられた。紙袋に

いていた。

はみな大切な人へのメッセージが書

今回ノーマさんは、家族・友人の
みならず、勤務先のメディア企業

ノーマさんのチームは常時、メン

Austarの職員も取り込んで、いく

バーのうち２名は歩くようにしてい

る心のこもったものだった。

つかのチームを参加させた。ノーマ

るとのこと。また、チームの全員が

＝ブリスベーンのリレー・フォー・

さんのチームメンバーは、そろいの

夜を徹して歩くのではなく、体力を

ライフには、ギャートルズ風のスタ

バンダナを首に巻き、チームの一体

考えて夜には帰宅し、翌朝また戻っ

イルにまとめた（？）チームも参加

感を実感しながら歩くことになる。

てくるメンバーもいるとのこと。

した

参加呼びかけの会に280人集まる

横浜

き込まれており、いずれも重みのあ

「目指すのは、地域のがんに対する
意識を向上させることだ。運営は、

茨城県つくば市で９月２日に開か

「健全な人は病める人を支え、助け

ＡＣＳの研修を受けたスタッフが行

れる「リレー・フォー・ライフ・ジ

る責任があるのではないか。
『リレ

い、
ライセンスが必要となっている」

ャパン2006」
（日本対がん協会など

ー』は、学校であり、学びの場であ

などと説明しながら、歓迎のメッセ

主催、
アメリカ対がん協会特別協力）

り、人と人を引き付け合う磁石にな

ージを伝えた。

への参加を呼びかけながら、神奈川

ると思う」とあいさつ。

患者や支援者、家族をがんで失っ

県を中心にがん患者とその家族、支

日本対がん協会の市川博事務局次

た人たちのパネルディスカッション

援者らが交流する「リレー・フォ

長が、筑波大学陸上競技場で８時間

では「初めは、周囲にはがん患者だ

ー・ライフ日本版を考える会」が４

にわたって行われる予定の
『リレー』

と知られたくなかったが、支援者ら

月29日、横浜市青葉区で開かれ、

の概要を説明した。

と交わるようになってその思いも薄

約280人が集った。

続いて米国対がん協会（ＡＣＳ）

くなった。今は、いろんな人のサポ

集まりを呼びかけたがん患者支援

のパース・ラシャンドラさんが、発

ートを受けて生かされている、と考

プロジェクトの代表で、自らがんと

祥の地米国では毎年4000か所以上

えている」などの発言が予定時間を

闘っている三浦秀昭さん（50）が

で開かれていることを紹介しながら

超えて相次いだ。

平成18年６月１日
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対がん協会は昨年、
「乳がん年齢」
のテレビCMや新聞・雑誌広告、社
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内ポスター、地下鉄などの広告で、
マンモグラフィによる乳がん検診を
全国に訴えた。
マンモ受診を訴えるCMはテレビ
で初めて放映されたが、その威力は
大きく、
雑誌や新聞広告とともに、
「乳がん年齢」に達した、
または予備
軍といえる女性たちの共感を呼んだ。

鳥取県支部長
岡本氏が就任
日本対がん協会鳥取県支部（鳥取
県保健事業団）の支部長に５月２日
付で、同県医師会会長の岡本公男氏
が就任した。

今年もマンモ受診ＣＭ制作
モデルは宮崎ますみさん
日本対がん協会の乳がん征圧運動

えた。

鳥取 支部長 岡本公男 県医師
会会長▽退任 長田昭夫（支部長職
務代行者）

新支部長
鳥取 岡本 公男
（おかもと・きみお）

が今年も７月から、公共広告機構

このテレビCMや新聞・雑誌広告は

（AC）の年間支援キャンペーンに

７月から来年６月まで、各テレビ局

氏

採用され、テレビCMや新聞･雑誌

などで放映される。AC側は、広告

61歳。

の広告に登場する。その撮影や録音

効果として20〜30億円が見込まれ

が５月９日、東京都内のスタジオで

ると想定している。

行われた。
毎年多数寄せられるキャンペーン

マッチングギフトなどで450万円

申請の中から、同機構が今年度の支

株式会社ワコール

援対象に選んだのは骨髄バンクなど

ホールディングス

６団体。

日、日本対がん協会

のモデルに女優の宮崎ますみさんを

「乳がんをなくす ほ

起用、テレビやラジオ、新聞・雑誌

ほえみ基金」
に対し、

などの広告を製作した。

会社として 1 0 0 万
円、株主優待商品券

クラリオンガールに選ばれた後、映

によるマッチングギ

画や舞台、テレビやラジオで活躍し

フト方式で350万円

ている。昨年12月には、温存法に

の計450万円を寄付

よる乳がんの手術を受けている。

した。

制作を担当したのは電通中部支社

ワコール
寄付

（京都市）は５月11

乳がん征圧キャンペーンは、今年

宮崎さんは愛知県名古屋市出身。

県医師会会長。

「ほほえみ基金」に450万円を寄付するワコールホールデ
マッチングギフト ィングスの塚本能交社長。右は日本対がん協会の佐藤良
逸理事長＝５月11日、東京・麹町で

で、本人が乳がんを経験しているこ

とは、同社の発行す

とから、マンモグラフィ受診を本人

る株主優待商品券の一部を株主が寄

佐藤良逸日本対がん協会理事長が

のことばでアピールさせたいという

付した金額に合わせて会社も寄付す

東京の同社麹町ビルを訪れ、塚本能

のがねらい。

るというもの。

交社長に感謝状を渡した。

テレビＣＭには30秒と15秒の２

今回、会社からの呼びかけに応じ

塚本社長は「こんなに多くの株主

種類があり、撮影と録音には長時間

て寄付した株主は約1000人、金額

の方が協力してくださるとは思いま

かかったが、
「私を救ったのは、私

は172万円に達した。これにワコー

せんでした。社会貢献が広がってい

でした」を結びの言葉にして、乳が

ルホールディングスが178万円を加

くステップになればいいと思ってい

んに対する自覚の大事さを力強く訴

え、計350万円を寄付した。

ます」と話していた。
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以上の４点についてまず確認すべ

がん補完代替医療にガイド
厚労省研究班がネット公開

きだ、としている。
情報を集める 補完代替療法につ
いて集めるべき情報とは、
１ 補完代替医療について主治医

厚生労働省「がんの代替療法の科

米国の国立補完代替医療センター

や看護師に相談すべきことは①この

学的検証と臨床応用に関する研究

の分類によれば、補完代替医療は①

療法でがんの進行に伴う症状を軽減

班」
（主任研究者＝住吉義光・四国

代替医療体系伝統医学系統や民族療

できるか②治療に伴う副作用を軽減

がんセンター病棟部長）は、
「がん

法（東洋伝統医学やアーユルベーダ

できるか③安全性や効果はヒトで検

の補完代替医療ガイドブック」をこ

など）②精神・身体インターベンシ

証されているかなど７項目。

のほど公表した。四国がんセンター

ョン（瞑想、祈り、心理・精神療法、

のホームページからダウンロードで

芸術療法など）③生物学に基づく療

ことは①セラピスト
（補完代替療法を

きる（http://ky.ws5.arena.ne.jp/

法（ハーブ、食品、ビタミン、ミネ

を行う専門家）
がどのような療法を

NSCC̲HP/chiiki/）
。その一部を紹

ラルなど）④整体や身体を基礎とし

行っているか②どこで訓練を受けた

介する。

た方法（脊椎指圧療法、整骨療法、

のか③免許など技術・知識を証明す

ガイドブックは、さまざまながん

マッサージなど）⑤エネルギー療法

るものを持っているか、
など８項目。

医療情報があふれかえる時代に、補

（気功、電磁療法など）
、に分けられ

完代替情報に関心を持ったときに、
情報は何を基準に集め、どう選別し
ていくかを細かく説明している。
特に、玉石混交といわれるインタ

るという。
このほか、免疫療法（免疫細胞療
法など）
、遺伝子治療、ナノテクノ
ロジー療法などの高度先進医療も、

ーネット上の情報について、単に否

通常医療の範囲外なので、補完代替

定するのではなく、かなり多くのチ

療法として扱われることもある。

ェック事項を設け、慎重に対応する
ように求めている。

補完代替療法に対する心構え 研
究班が行ったアンケート調査によれ

最初に、｢このガイドブックは…

ば、
患者や家族はインターネットや

…『専門雑誌に発表された論文』や

書籍・雑誌などの大量の情報に振り

『各国の研究機関の見解』などの内

回されている問題が浮かび上がる。

容を整理して、考えるための方法を

また、患者は家族や友人といった

提供する……｣として、
「決して個人

周囲の人たちからの影響を大変受け

の責任で実施するさまざまな療法を

やすいことも明らかになっている、

制限するものではなく、また、特定

という。

の療法を勧めるものでもありませ
ん」と、基本的な立場を述べている。
とくに日ごろ抱きがちな「食品＝

２ 療法を始める前に調べるべき

確認すべきこと 患者や家族が補
完代替医療に関心を持ったとき、ま
ず確認する必要があるのは、

３ 補完代替療法を行うと決めた

１ その療法を受けることは、ど

ときにセラピストに相談することは

という感覚に対して、警鐘を鳴らし

のようなことなのか。身体への負担

①その療法がどのように効果を発揮

ている点が目立つ。

だけでなく、経済的な負担にも責任

するか②自身と同様の病状に効果が

を負うことができるのかどうか。

あったという科学的根拠はあるか③

それほど危険なものではなさそう」

全体は活用編と資料編に分かれる。
資料編には、人気のある各種サプ

２ 患者の体の状態をよく知って

リメントについて、科学的文献によ

いる医師、看護師と相談したか。医

る検証が掲載されている。

師や看護師からは現在の体の状態、

補完代替医療 活用編はまず、補
完医療と代替医療を定義する。

療法に関する情報やデータを提供し
てもらえるか、など９項目。
４ 患者が自らに問い掛けるべき

病気の進行度、現在の治療の内容な

ことは①この療法は自分にあってい

どの情報を得ることができる。

ると思えるか②セラピストやオフィ

補完医療（ C o m p l e m e n t a r y

３ 補完代替療法に関心があるこ

Medicine）は、従来の医学的な治

とを医師や看護師に知らせたか。医

療に加えて「補足的に」他の施術や

師や看護師は可能であれば治療を調

情報を集める際には、厚生労働省

療法を行うこと。代替医療

整することができ、患者は安全に両

や国立健康・栄養研究所のほか、ウ

方の治療を受けることができる。

ェブや本から情報を得ることになる

（Alternative Medicine）は、従来
の療法に代えて、たとえば西洋医
学・医療に代わる療法を行うこと。

４ 関心のある補完代替医療につ
いて、十分な情報を集めたか。

スに不快な気分を感じなかったか、
など３項目。

が、この場合も次のような注意が必
要だ。

平成18年６月１日
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まず①ウェブサイトの運営者は誰

種類以上の補完代替医療を利用して

ような報告はほとんどなかった」と

か②誰のために何を目的としている

いるという調査がある。欧米に比べ

結論している。

か③製品を販売したり進めたりして

て特徴的なのは、健康食品・サプリ

また、
「補完代替医療を利用する

いないか、など８項目。

メントの利用頻度が非常に高いこ

際の注意点」の追加として、米国の

と。欧米はマッサージや鍼灸などの

内科学の専門誌の次のような意見を

利用が多い。

紹介している。

書籍と雑誌は①著者はその分野の
専門家か②その分野について十分調
査しているか③他の患者も読んでい

利用目的を調べると、日本ではが

「高度の食事制限をともなう食事

るか④複数の視点・観点でかかれて

んの進行抑制や延命効果など、直接

療法」は低栄養状態の人は避けたほ

いるか、など８項目。

的な治療効果をあげる人が多い。欧

うがよい、抗酸化サプリメントは放

利用するときの注意 補完代替医

米はがんの進行に伴う痛みなどの症

射線療法・化学療法中に併用するこ

療のうち、健康補助食品やサプリメ

状緩和、心理的不安の軽減、副作用

とは避けたほうがよい、抗凝固作用

ントの有効性については、研究が進

の症状緩和などをあげる人が多い。

をもつサプリメントは血小板減少

んでいる一方で、健康障害の報告も

さらに、日本では半分以上の患者

症、抗凝固療法中、手術の際は避け

出ているとして、次のような注意点

が十分な情報を得ないで補完代替療

を挙げている。

法を利用していた。患者と医師の間

特に、高容量ビタミンA、同Cは

１ 健康補助食品・サプリメント

にも補完代替利用の利用について十

すべての患者が避けたほうがよいと

は体の中で、薬と同じような働きを

分なコミュニケーションがないこと

されている。

する可能性がある。例えば、ビタミ

も明らかになった、という。

たほうがよい、など。

がんの進行と患者の生存に関する

ンC、大豆イソフラボンには抗凝固

次いで、利用頻度の高かったサプ

効果を目的とした補完代替医療のう

作用（血液が固まりにくくなる）が

リメントがどこまで科学的に検証さ

ち「乳がんに対する低脂肪食」
「前

認められる。

れているかを文献で調査している。

立腺がんに対する低脂肪食」
「マク

２ 健康補助食品・サプリメント

アガリクス 子宮がん、卵巣がん

ロバイオティク食」など７項目が挙

は、体の中で他の薬の働きに影響を

の患者を対象にした調査で、化学療

げられているが、いずれも判定は

及ぼす可能性がある。例えば、セン

法の副作用を軽減に有効との報告が

｢容認して経過観察｣とされている。

トジョンズワート
（西洋オトギリソ

あったが、今後、複数の試験による

ウ）
は、
がんに伴ううつ症状に用いら

検証が必要。

◇
なお、このガイドブックの中で、

れることがあるが、ある種の抗がん

プロポリス がんへの直接的治療

「インターネットによる情報アクセ

剤の働きを弱める、などをあげてい

効果、抗がん剤や放射線治療の副作

ス方法」で紹介されているのは次の

る。

用軽減効果などを臨床試験で検証し

サイト。

た報告はなかった。

・厚生労働省

「天然物質即安全、ではない」 健
康補助食品・サプリメントを利用す

AHCC

根治手術後の肝細胞が

http://www.mhlw.go.jp/

る際に「覚えておいてほしい点」と

ん患者を対象とした非ランダム化比

・独立行政法人 国立健康・栄養研

して、
「天然物質、食品・食物だか

較試験が一つ報告され、AHCC摂

究所

らといって、安全であることを意味

取で再発予防効果、生存率の延長効

http://www.nih.go.jp/eiken/

しているわけではない」と強調して

果を認めたという。複数の臨床試験

・国立病院機構四国がんセンター

いる。食べ物＝そんなに危険なもの

で検証する必要がある。

ホームページ内

ではない、という安心感は禁物とし
ている。
◇
資料編はまず、世界と日本の現状
とその背景を分析している。
米国では、国家予算で補完代替医
療情報の収集や健勝に取り組んでい

サメ軟骨 ほかの健康補助食品・

http://203.138.119.239/htm/ja/ja

サプリメントに比べて臨床試験が比

̲frame.htm

較的多いが、有効性は明白でない。

・日本補完代替医療学会

現在は科学的根拠の集積段階。

http://www.jcam-net.jp/

メシマコブ 臨床試験はなく、症
例報告が２件。結果の解釈には冷静
な判断が必要。

・米国国立補完代替医療センター
（NCCAM）
［英語］
http://nccam.nih.gov/

る。英国でも補完代替医療の各種デ

まとめとして、
「限られた条件の

ータベース作成やネットワークを構

もとで文献検索を行ったが、がんに

ん研究所内=OCCAM）
［英語］

築している。各施設で行われている

対する直接的な治療効果を証明する

http://www.cancer.gov/cam/

・がん補完代替医療局（米国国立が

のはアロマセラピー、マッサージ、
リフレクソロジーなど。ドイツでは
ペインクリニックの臨床で医師の
70％が鍼治療を行っている。
日本では、がん患者の44％が１

サプリ効果
「ほぼ証明なし」
文献を検索し目安まとめる
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（順位は日本対がん協会が算出）

喫煙率、女は横ばいの6.4％
基本健康診査

男は微減の32.1％

厚生労働省は2004（平成16）年

男が32.1％、女が6.4％だった。

ほとんど変わっていない。
１日20本未満と20本以上に分け
て調べると、男で20本以上吸って
いるのは18.0％、20本未満は14.1％。
女の20本以上は2.0％、同未満は

度の基本健康診査実施状況を発表、

都道府県別に見ると、男は山梨

その中で都道府県別の喫煙率も公表

43.9％、石川41.8％、青森41.0％、

なお、JTがまとめた2005年６月

した。

大阪40.9％などが高く、広島22.6％、

実施の調査結果「全国たばこ喫煙者

山口 2 4 . 2 ％、島根 2 4 . 5 ％、沖縄

率調査」によると、男は45.8％（前

24.9％などが低かった。

年比マイナス1.1％）
、女13.8％（同

基本健康診査は40歳以上の男女
が対象で、問診や身長・体重測定、
視診、触診などのほか、血圧、尿、
血液などの検査が行われる。
同年度に受診したのは1298万４
千人、受診率は44.4％だった。内訳

4.4％だった。

女は04年度は北海道12.1％、大

プラス0.6％）だった。男女合わせ

阪10.4％、東京9.5％、神奈川8.6％

ると29.2％（同マイナス0.2％）だ

が高く、鹿児島2.1％、島根、広島

った。この調査は20歳代以上を対

2.8％、鳥取2.9％で低かった。

象としている。喫煙人口は男性

は男447万８千人、女850万５千人。

男女とも03年度と比べると、喫

受診者数を分母にした喫煙率は、

煙率の高い県、低い県とも顔ぶれが

2281万人、女性739万人、計3020
万人と推計している。

平成18年６月１日

（１部７
０円）

奨学医リポート
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時には、第一線の先生方の高度な技
術を目の当たりにする事が出来まし

平成17年度の対がん協会奨

た。また内視鏡治療の可能な病変を

学医として研修を終えた自治医

数多く目の当たりにすることが出来

科大学放射線医学教室の歌野健

て、早期癌の診断力の向上にも大変

一医師から、次のようなリポー

な力となりました。

トが寄せられた。

（第三種郵便物認可）

その上、得られた標本を病理の先

マンモ２基の寄贈先を
女子テニス連盟が公募
日本女子テニス連盟（宮城黎子会
長）は、マンモグラフィ２基の寄贈
先を公募している。

私は昨年一年間、日本対がん協会

生方とカンファレンスを行い、病理

日本では、乳がんは30歳から64

奨学医として癌研究会有明病院にお

診断のみならず追加治療や経過観察

歳までの女性のがん死亡の１位を続

いて内視鏡を中心とする消化管の検

の方法についての討論を行うこと

けている。

査について研修をさせて頂きました。

で、内視鏡診断から内視鏡治療、病

癌研究会有明病院は昨年の３月に

理診断という早期癌の扱い全般につ

同連盟は03年から全国で｢乳がん早

いて学ぶことが出来ました。

期発見・啓発キャンペーン・ピンク

大塚より移転したばかりの最新鋭の

こうした状況を打破するために、

病院です。りんかい線の国際展示場

また、私は現在、大学病院におい

およびゆりかもめの有明駅から徒歩

て放射線科に所属している関係で消

開催し、３年間で延べ24,000人が参

１分という交通のきわめて便利な場

化管造影検査の習得の必要がありま

加した。

所に位置し、これまで経験したこと

したが、診療放射線技師の皆様方に

のない完全ペーパーレス・電子カル

教えて頂く機会にも恵まれました。

教え込まれた｢なぜ？｣追求
教え込まれた｢なぜ？｣追求
消化管検査研修

歌野

健一

リボン

レディーステニス大会｣を

その会場などでピンクリボンバッ
ジや自己検診ノートを販売し、代金
を積み立ててきた結果、今年中にマ
ンモグラフィ２基購入が可能になっ
た。
同連盟は寄贈プログラムについて
「乳がん早期発見に取り組むことで、

テが採用され、内視鏡設備および造

上部消化管造影や注腸検査だけでな

日本女性のマンモグラフィでの検診

影検査装置は最新鋭の機器が使用さ

く、十二指腸造影や小腸造影を学べ

受信率を上げ、乳がん死亡率を下げ

れています。

たことは放射線科医として非常に役

ることに役立てる」と述べている。

また、指導に当たる先生方は各々

に立っています。

寄贈するマンモグラフィは島津製

の分野における一流の臨床家である

いずれの検査においても、
「なぜ

作所製のSEPIO-STAGE２基。応

とともに研究者であり、技術だけで

そうなるのか？」を常に考えるよう

募締め切りは７月10日。同連盟理

なく、常に新しい物へ取り組む姿勢

指導して頂いたおかげで、検査施行

事会と乳がん有識者が書類選考し、

や医師としての考え方も教えて頂き

医として高いパフォーマンスが発揮

７月下旬に発表の予定。

ました。

出来るようになったと思います。癌

特に朝の内視鏡カンファレンスは

研の先生方には、
「癌研流の内視鏡

ハイレベルであり、どういう所見が

技術を世間に広めるよう頑張れ」
と、

早期癌であり、smに浸潤するとな

お言葉を頂いております。

ぜ所見に変化が現れるかということ

最後になりましたが、この様な貴

を徹底的に教えて頂きました。これ

重な機会を与えてくださいました対

は非常にその後の診療においても役

がん協会の皆様、また丁寧に指導し

立っています。

てくださいました癌研究会付属病院

午後に行われている早期癌に対す
る内視鏡治療EMR・ESD等の介助

の先生方、技師の皆様へ厚く御礼を
申し上げます。

選考の視点として、次の３点をあ
げている。
▽乳がんの早期発見・啓発に取り
組む活動を積極的に行っている、ま
たは今後取り組みを予定している機
関に限る
▽規模の大小は問わないが、実質
的な活動を行う機関
▽その他、寄贈の趣旨に合致する
と思われる機関
用紙請求先は、〒166-0002東京

国立がんセンターHP

中皮腫の情報を掲載
アスベストによる中皮腫が問題に

内容は、一般向けがん情報、医療

都杉並区高円寺北3-22-3 デルコホ

従事者向け情報、厚生労働省がん研

ームズ501「日本女子テニス連盟マ

究助成金計画研究による専門家向け

ンモグラフィ寄贈プログラム」係

の情報など。

（ファクス03-3223-5405

電話での

なっているが、国立がんセンターが

厚労省の「石綿（アスベスト）に

応対は不可）
。問い合わせはメール

ホームページで、中皮腫の情報が掲

ついてＱ＆Ａ」や「アスベスト問題

でakiko1-1@sa3.so-net.ne.jp（同連

載されている（http://www.ncc.

への当面の対応」
「石綿による健康

盟ピンクリボン大会委員長・小田晶

go.jp/jp/information/tyuhishu.ht

被害への対応について」など関連す

子さんあて）
。

ml）
。

るページにリンクが張られている。
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乳がん学会学術総会
７月に金沢市で開催
第14回日本乳癌学会学術総会は

対 が ん 協 会 報

また、関連行事として市民公開講

平成18年６月１日

座が開催される予定。
７月17日午後、

江嵐充治、川島博子の両氏。第２部

場所は石川県立音楽堂邦楽ホール。

は田原総一朗氏が講演する。

７月７〜８日、金沢市の石川県立音

第一部は「がん・正しい知識と理解

問い合わせは、〒930-0091富山

楽堂などを会場に開かれる。メーン

のために」で「乳がんとは」坂元吾

市愛宕町1-2-10 第２グレイスビル

テーマは「エビデンスの検証と新た

偉氏、
「大きく変わった乳がん手術」

201号

なる挑戦」
。

野口昌邦氏、
「大切な早期発見と全

営事務局（電話076-439-8176）
。

日本乳がん学会学術総会運

プログラムは、プレジデンシャル
シンポジウムとして、小山博記（大

学院医学系研究科の谷口維昭教授。

阪府立成人病センター名誉総長）
、

1984年度から93年度まで「対が

霞富士夫（順天堂大学乳腺センター

ん10ヵ年総合戦略」が推進され、

長）両氏が座長を務める「センチネ

94年度からは｢がん克服新10ヵ年戦

ルリンパ節生検による腋窩センチネ

略｣が継続された。
『がん研究のいま』

ル節郭清の省略」
。光山昌珠（北九

は、
「新10ヵ年戦略」後半５年間の

州市立医療センター総括副院長）
、

研究成果と展望をまとめた。とはい

池田正（帝京大学医学部教授）両座

っても、内容は極めて高度で、研究

長による「乳がん治療における新た

者や学生向けといえる。

なる挑戦」
。

４巻の構成は第１巻「発がんの分

また、シンポジウムとして森本忠

子機構と防御」
、第２巻「がん細胞

興（徳島大学医学部教授）
、大内憲

の生物学」
、第3巻「がんの診断と治

明（東北大学医学部教授）両座長に

療」
、第４巻「がんの疫学」となっ

よる「乳癌遠心の現状と問題点」
。

対

身療法」中村清吾氏。
「がんQ&A」 が

ん
協
会
報

日
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ている。

ワークショップとして平岡真寛（京

｢がん基礎研究の最前線｣
東大出版会から刊行

都大学医学部教授）
、山下孝（癌研

東京大学出版会から「がん基礎研

価格は各巻とも税込み2625円。問

有明病院放射線治療科部長）の両座

究の最前線!」をサブタイトルにし

い合わせ先は〒113-8654東京都文

長による「乳癌治療における放射線

た『がん研究のいま』
（全４巻）
が刊

京区本郷７丁目3-1

療法の果たす役割と諸問題」などが

行された。編集代表は東大分子細胞

会販売部（03-3811-8814）か、同編

予定されている。

生物学研究所の鶴尾隆教授と、同大

集部（03-3812-7915）
。

体裁はＡ５版、平均210ページ。

東京大学出版

０
０
６
１
︶

