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9 月へ
熱気
「がん征圧月間」の９月、各地で
様々な行事が開催される。とくに今
年は２日、リレー・フォー・ライフ
が行われて幕開けを飾る。日本初の
試みに関係者の熱意は高く、多彩な
イベントが展開される見通しだ。
（２・３面に関係記事）
「がん征圧全国大会」は「がんと
向き合う 新たなる挑戦」をテーマ
に15日、福島市の福島県文化セン
ターで開かれる。午前10時に開会
あいさつや祝辞の後、
朝日がん大賞、
日本対がん協会賞、支部永年勤続職
員（６面に氏名）の代表者とがん征
圧スローガンの入選者を表彰する。
記念講演は「がん研究、がん診療、
がん対策、がん患者〜私的経験を含
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めて〜」と題して、国立がんセンタ
ーの杉村隆名誉総長が行う。
この後、
がん征圧へ向けた福島アピールが発

予定になっている。
また、大会前日の14日午後には、

表され、次期開催地の大分県支部代

福島市内のホテルで、がん検診につ

表があいさつして正午過ぎに閉会の

いてのシンポジウムが開催される。

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。

月

http : //www.jcancer.jp/
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日本初の試みに期待高まる
リレー･フォー･ライフ･ジャパン2006

平成18年８月１日

マンスを披露することになってい
る。
この他にも、著名人の出席が予定
されているトークショーや記念講

９月２日に茨城県・つくば市の筑

呼ばれる。サバイバー、つまりがん

演、バザーや対がん協会によるがん

波大学陸上競技場で行われるリレ

患者やがんを克服した人が参加者の

相談も計画されている。近くのテニ

ー・フォー・ライフ・ジャパン

拍手、声援を受けながらグランドを

スコートでは筑波大学の学生による

2006（主催・日本対がん協会、共

歩き始める。申し込み時点でも、一

テニス教室など多彩なイベントが目

催・リレー・フォー・ライフ実行委

人でも多くのサバイバーに参加して

白押しだ。

員会）は、がん患者や家族、支援者

もらうよう呼びかけている。また、

らから続々と参加申し込み続いてい

リレー･ウォークはチームを組んで

る。いずれも日本初の試みに期待が

メンバーが交代しながら８時間歩き

大きく、
「ぜひ成功させたい」と熱

続ける。このため、個人の参加者に

い思いを寄せている。

は希望に応じて、会場でチームを作

●寄付金参加
正式な参加申し込みに向けて、患
者団体などでは、すでにチームのメ

●ルミナリエ

ったり、他のチームに合流できるよ
うな配慮も考えられている。
●イベント

ンバー作りの動きが広がっている。

様々なイベントの準備も進んでい

また、当日、会場には来られないが、

る。
「支援コンサート」には先ず２

ウォーク最後の夜の７時から８時

寄付金だけの参加でサポートしたい

グループの出演が決まった。
「ゴス

半の間には「ルミナリエ」が予定さ

という、申し込みも相次いでいる。

ペルクワイヤリジョイス＆ＺＥＮ」

れている（写真はオーストラリアの

中にはインターネットで開催のこと

は総勢14〜15名、カラオケとキー

リレー･フォー・ライフ）
。がんで亡

を知り本場の米国から熱いエールを

ボードの編成、また地元つくば市の

くなった人やがんと闘っている人へ

患者支援団体に送ってきた人もあっ

「コーロ・リリコ」は50名の大所帯、

の思いをメッセージとして書き、
中

ゴスペル（カラオケ伴奏）とアカペ

にキャンドルを灯してトラックの周

ラで、いずれも45分間の演奏を予

りに飾り、参加者が静かに歩く時間

定している。

だ。スタンドにはキャンドルで「Ｈ

た。
●リレー・ウォーク
リレー・ウォークの最初の１周は

バトントワーリングの「はなえバ

「サバイバーシップ・ウォーク」と

トンスタジオ」も華やかなパフォー

ＯＰＥ」などの文字も描き出すこと
にしている。

平成18年８月１日

（１部７
０円）
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不安訴える例目立つ

男40才以上は
肺がんが1位

ホットライン3か月

がん部位別・年齢層別の死亡数

50日間で相談290件

2005年の人口動態統計概数（厚
生労働省発表）を基に、日本対がん

日本対がん協会が、４月18日か

がん25件、子宮がん13件、肝臓が

協会が作成した「がん部位別・年齢

らスタートさせた無料の電話生活相

ん10件、卵巣がん10件などとなっ

層別死亡数と死亡率」
（４・５面に

談、通称「がんホットライン」が７

ている。

掲載）の表を見ると、男は40歳か

相談内容は診断・治療についてが

ら90歳以上まで、肺がんが１位の

計50日間で290件の相談が寄せられ

132件で圧倒的に多い。次いで不安

座を占める。女は前年と同じく、30

た。１日平均では5.8件になる。と

などの心の問題が36件、医師との

歳から64歳まで乳がんが１位とな

くに相談内容では、今後の治療や生

関係24件、症状や副作用・後遺症

った。

活状況などの不安を訴える例が目立

などについてが22件など。診断・

男は胃がんが20〜24歳代では４

った。

治療についても内容の説明をもとめ

位、25〜29歳代では３位、30〜34

相談者のうち男性は71人、女性

るとともに、手術や化学療法、術後

歳代では２位とじりじり増え始め、

は217人。がん患者は164人、家族

の身体の状態などに大きな悩みをも

35〜39歳代で１位になる。

など患者以外は119人で、うち子ど

っている様子が多くみられ、ここで

もが44人と最も多く、次いで妻の

も不安を訴える相談が目立っている。

では、肺がんが胃がんを超えて１位

42人、夫13人、兄弟姉妹９人、父

医師との関係では、疑問を聞きに

となり、75〜79歳代では肺がんと

母は７人だった。年配の両親や夫の

くかったり、判りやすく納得できる

胃がんの差は、約4000人にまで広

病状を気遣うケースが目立った。

説明がないなど意思疎通がうまくい

がる。90歳以上で差は32人までに

地域では東京都の66人を始めと

っていない場合が多く、中には医師

狭まるものの、
肺がんと胃がんの１、

して首都圏が計151人とほぼ半数を

や医療機関に不信感を持っている例

２位は変わらない。

占めたが、近畿28人、東海21人な

をあった。

月18日で３か月を迎えた。この間、

ども目立ち、さらに北海道、九州と
も６人で全国的な広がりがみられた。
相談時間は原則20分としている

しかし、40歳代から90歳以上ま

女は前年と同じく30〜64歳代ま

また、身近に不安や悩みを話す相

で乳がんが１位で、死亡者数も前年

手がなく、相談を終えた後で感謝の

とほぼ同じ。それ以降は大腸がん、

言葉を付け加える人もあった。

肺がん、胃がんが入れ替わりながら

が、20分前後は98件、30分前後83

日本対がん協会では、７月から相

件、36分以上40件、14分以下61件

談スタッフを４人に増員したが、将

乳がんによる死亡が一番多いのは

で、１時間以上も数件など長時間に

来的には相談体制を一層充実してい

55〜59歳代で、1782人に上る。２

わたる場合もかなり多かった。

く方向で検討している。

位の大腸がんとの差は676人。しか

がんの部位では、乳がん60件が

（相談の集計は、項目によって不

最も多く、次いで肺がん41件、胃

明のケースがあり、合計数に達しな

がん36件、大腸がん34件、前立腺

い場合がある）

１位となる。

し、次の60〜64歳代で差は34人に
まで詰まってくる。
30〜39歳代の２位は胃がん、40
〜44歳代では子宮がん、45〜49歳

リレー･フォー･ライフ
参加申し込み要領
【参加費】
一般
（大人）2000円 高校生1000円

者の人数を明記）を８月23日貉ま

代で胃がん、50〜64歳代は大腸が

でに、下記あてお送りください。

ん、65〜69歳代で肺がんと、肺が

〒104-0061東京都中央区銀座6-6-7

ん、大腸がん、胃がん、肝がんがめ

朝日ビル４階

譛日本対がん協会

◇

「リレー・フォー・ライフ」係

参加費の一部は患者支援活動に寄付

ファクス：03-3571-5255

されます。当日会場に来られない方

E-mail：koho@jcancer.jp

は、寄付金のみ
（1000円）
での参加

申し込み確認後、
郵便振替払込取扱票

もできます。
記念品をお送りします。

などをお送りしますので、
８月25日

【参加申し込み方法】

まぐるしく入れ替わっている。

貊までに参加費を払い込んでくださ

文中と表中のがん部位の正式な名
称は次の通り。
大腸＝結腸のがん、直腸Ｓ状結腸
の移行部及び直腸のがんの合計。
直腸＝直腸Ｓ状結腸移行部及び直

郵便、
ファクス、
電子メールで最初に

い。
折り返し参加証をお送りします。

「リレー・フォー・ライフ参加申し

お問い合わせは、リレー・フォー・

肝＝肝及び肝内胆管のがん。

込み」
と書き、
以下参加者氏名、
年齢、

ライフ事務局03-6671-4855へ。
（問

胆＝胆のう及びその他の胆道のが

性別、
郵便番号、
住所、
連絡先電話番

い合わせのみ、電話での申し込みは

号（チームの場合は代表者名と参加

できません）

腸のがん。

ん。
肺＝気管、機関紙及び肺のがん。

（4）
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均てん化
推進事業

対 が ん 協 会 報

第1次分34件を承認

平成18年８月１日

「最新のがん診断法と治療法」のテ
ーマで、土屋了介・国立がんセンタ

日本対がん協会が今年度、厚生労

向け研修15件、一般向け発表会16

ー中央病院長による保健師看護師研

働省から実施委託を受けている「厚

件の計32件。他に、日本対がん協

修会を開催する。いずれも、主任研

生労働科学研究（がん臨床研究）推

会による
「乳がん啓発パンフレット」

究者である講師との共催。

進事業」の①がん医療水準均てん化

製作、同事業の主任研究者による研

推進②研究成果等普及啓発の２事業

究成果発表会開催も承認された。

市民向け発表会では、大阪府立成
人病センターが大阪成人病予防協
会、大阪対ガン協会（大阪府支部）

についての専門委員会（委員長：北

協会支部からの応募計画２件も承

島政樹・慶応大学医学部外科学教

認された。１つは、新潟県成人病予

と共催する市民講座、九州がんセン

授、計10委員）が７月21日に開か

防協会（新潟県支部）が開く「がん

ターが福岡県対がん協会（福岡県支

れ、全国のがん研究者等から応募が

患者の心のケアと医療相談のあり

部）
と共催する発表会も承認された。

あった研修会、発表会、冊子等啓発

方」研修会。山口建・静岡県立がん

これら１次募集締め切り後もな

資料の開催・作成計画が承認された。

センター総長を講師とする医療従事

お、研修会・発表会を開催したい、

応募があった研修・発表会は、専

者を中心にした催しだ。また長野県

との問い合わせが続いているため、

門研究者向け研修１件、医療従事者

健康づくり事業団（長野県支部）は

協会は、
近く２次募集をする予定だ。

06年度永年勤続表彰者

修・畑元・魚崎紀代美・岡田美和・
下沢真理子
□愛知県健康づくり振興事業団 荒
谷佳樹・近藤登喜
□三重県健康管理事業センター 丸
山晃弘
□京都がん協会 文字央・安藤憲
一・柏木由美子・小川直子
□兵庫県健康財団 佐藤英樹・中松
宏太
□岡山県健康づくり財団 清木
忍・田中芽実・中島明久・倉田美
恵・中川邦宏・岡本文広・安西純子
□広島県健康福祉センター 山崎孝
宏・石川勝弘・池田浩二・山岡久美
子・水戸則文・時永しのぶ・久山佳
子・河崎公基
□山口県予防保健協会 谷井弘子・
長岡 薫・高津 英・重田映子・来
栖好・松浦正則・大島愛子・山根浩
二
□徳島県総合健診センター 尾崎寛
幸・湊真由美・小出逸子・福井小百
合・山岡美奈・安友有美・佐々木春
夫
□愛媛県総合保健協会 沖昭一・河
野保・濱田覺弘
□高知県総合保健協会 伊東洋子・
上原美恵・森澤渡・氏原則夫・竹内
梨江・依光靖子・森 孝子・佐々木
和香・中屋真理・久武啓子
□佐賀県総合保健協会 氷室順子・
下村美枝子
□長崎県健康事業団 林賢信・池田
啓介・山口敏信
□熊本県総合保健センター 荒尾洋
一
□大分県地域保健支援センター 渡
辺重保・高橋由紀
□宮崎県健康づくり協会 萩原京
子・福永清美・枝元克亘・巣立亜
紀・尾形孝子・濱砂ゆう子
□鹿児島県民総合保健センター 川
闢仁志・佐多裕・山口彰子・下玉利
広明
□沖縄県総合保健協会 長嶺惠子・

野中睦子・藤本郷子・仲松春枝・濱
松ユカリ・比嘉尚子・大見謝まゆ
み・喜屋武きみ子・金城トシ子

（敬称略）
□北海道対がん協会 駒沢一文・小
西加奈子・福原健司・松木智子・春
木秀敏
□青森県総合健診センター 高松俊
道・古川富美子
□岩手県対ガン協会 柴田せつ子・
高橋等
□宮城県対がん協会 斎藤千晴・永
窪紀代美・小野博美・松木浩子・佐
藤亘
□秋田県総合保健事業団 貝田由美
子・高貝薫・堀井香・庄司智也・富
樫正之、下村アヤ子・熊谷満・石黒
礼子・佐々木晴美・福山伸子・木村
ゆう子・中川優美子・斉藤知貴・山
本陽子・小番香苗・平野みどり・吉
田嘉明・本宮 薫
□山形県結核成人病予防協会 斎藤
正人・伊藤孝夫・古川照雄・衣袋千
枝子・杉山和恵
□茨城県総合健診協会 柿元まゆ
み・金澤秀房・田口明美・田所美和
子・西連地利己・塚越真
□栃木県保健衛生事業団 黒駒真
弓・菊池宏美・大出定夫・小野泰
子・蔵野博子・渡邉朋子・大窪三紀
世・湯川悟
□群馬県健康づくり財団 山口好
是・小畑忍・小菅啓二・外山秀人・
荒木妙子・尾崎紀子・岩渕幸恵・松
村美栄
□埼玉県健康づくり事業団 泉
貢・田澤芳久・内村浩
□ちば県民保健予防財団 秋塲なを
こ・牧野新一・大木洋子・栗原和
久・坂本暁紀・刑部万里・坂本智
子・山中正美・細野透・武田淳子・
内城武彦・小島武・近藤好一
□山梨県健康管理事業団 小澤一
雄・天野俊一
□長野県健康づくり事業団 高橋光
子・村松明美
□富山県健康スポーツ財団 村中

千葉県支部長に藤澤氏
秋田県事務局長は佐藤氏
日本対がん協会千葉県支部（ちば
県民保健予防財団）の新支部長に千
葉大学理事の藤澤武彦氏が５月23
日付で就任した。また、秋田県支部
の専務理事兼事務局長に７月１日付
で佐藤忠氏が就任した。
千葉 支部長 藤澤武彦 千葉大
学理事・副学長▽退任

藤森宗徳

（支部長）
秋田 副支部長 小山田雍、井上
裕司▽専務理事兼事務局長 佐藤忠
（元秋田県出納局長）▽退任

寺田

俊夫
（副支部長）
、京屋太
（副支部長）
、
安田幸男
（専務理事兼事務局長）
新支部長

千葉 藤澤 武彦
（ふじさわ･たけひ
こ）
氏

千葉大学理

事・副学長。64歳。

新事務局長

秋田 佐藤

忠

（さとう･ただし）
氏
県山本地域振興局
長、県出納局長を歴
任。60歳。
日本対がん協会人事
（８月１日付）
広報部長（事務局長付）宮本修▽事
務局長付（広報部長）高田穹伸

平成18年８月１日

（１部７
０円）

対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）

族日
連本
れ対
でが
にん
ぎ協
わ会
っが
た設
＝置
茨し
城た
県乳
潮が
来ん
町な
のど
潮の
来展
カ示
ンコ
トー
リナ
ーー
クは
ラ︑
ブ若
でい
人
や
家

乳がん展示に関心
女子プロゴルフ

（7）

禁煙トリビア
最優秀２作品
大学禁煙化プロジェクトとＡＭＳ
Ａ−ＪＡＰＡＮ（アジア医学生連絡
協議会）が募集した「禁煙トリビア」
の審査結果が発表された。
600通の応募の中から最優秀賞に
選ばれたのは「手軽な氷が禁煙に役
立つ」
（匿名希望＝広島大医学部）
と
「タバコの煙は見えているようで、
ほとんど見えていない」
（西元淳
司＝広島国際大）の２作品。前者は
氷が禁煙に果たす役割をわかりやす
く説明した点が、後者は受動喫煙が
広範囲に有害性をもつことを示した
点が、それぞれ評価された。

布などでがん征圧を呼びかけた。競

このほか優秀作品に５作品、入選

技を終えた上原彩子プロも姿を見

に13作品が選ばれた。選ばれた作

せ、
「マンモグラフィで毎年検診を

品の詳細と講評は以下のホームペー

日本女子プロゴルフ協会の公認競

しています。これからも関心を持ち

ジ（http://www.nara-wu.ac.jp/

技として今年から始まった「第１回

続けていきたい」と話していた。４

hoken/tribia/tribia.htm）で公開

フィランソロピーＬＰＧＡプレイヤ

日間で2000人を超す若い人や家族

している。

ーズチャンピオンシップ」
（主催・

連れが立ち寄った。スタッフ、選手

ＮＰＯ法人スポーツフィランソロピ

にはピンクリボンのバッジが配ら

ー協会）は７月20日から４日間、

れ、古閑美保プロ、肥後かおりプロ

茨城県の潮来カントリー倶楽部で選

ら多くの選手が競技中も帽子やシャ

手120人が参加して行われた。働く

ツに着けてプレイした。

女性のサポートを大切なテーマにし

ゴルフを通して社会貢献をしたい

た大会では、出場選手の獲得賞金や

という主催者とその方針に賛同した

入場料、ギャラリーイベントの収益

樋口久子会長ら日本女子プロゴルフ

の一部がチャリティに充てられ、最

協会の意向で、会場はチャリティ色

終日の表彰式で、日本対がん協会の

が強く打ち出された。選手提供のゴ

広瀬幸雄理事長に優勝した全美貞

ルフグッズのオークションや撮影

（ジョン・ミジョン、韓国）選手か

会、抽選会があちこちで開かれた。

ら寄付の目録が贈られた。

収益の一部は日本対がん協会など数

日本対がん協会は、茨城県支部

団体に贈られた。日本対がん協会に

（茨城県総合健診協会）とともにイ

寄せられた寄付は今後、マンモグラ

ベント広場に乳がんを中心にしたパ

フィ導入資金など女性のためのがん

ネル展示コーナーを設けてチラシ配

征圧資金に使われる。

ポスターや新聞広告で
禁煙推進キャンペーン
日本対がん協会は、昨年に続いて
禁煙を訴えるポスター
（写真上）
５万
枚を制作し、全国の支部などに販
売・配布した。また、８月１日付の
朝日新聞全国版などに禁煙キャンペ
ーン広告
（写真下）
を掲載した。８月
１日は日本呼吸器学会が定めた「肺
の日」
。広告は５段分フルカラーで
タバコで汚れた肺ときれいな肺を対
比させて喫煙の弊害を強調した。
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がんにならない、がんで死なない
がんセンター総長が予防の指針

平成18年８月１日

乳がん診療ガイドライン

一般向け解説書出版
日本乳癌学会による「乳がん診療

国立がんセンターの垣添忠生総長

だが、がんにな

ガイドラインの解説」
（Ｂ５版130

が、がん予防の指針を示した「国立

りやすい人やが

ページ、税別1900円）が、このほ

がんセンター発

がんを防ぐ」
（主

んの治療が終わ

ど金原出版から刊行された。
「乳が

婦の友社、Ｂ６版259ページ、税別

って元気だが再

んについて知りたい人のために」と

1500円）を、このほど出版した。

発が起こりやすい人など、危険性が

いうサブタイトル通り一般の人、乳

第３次対がん10か年総合戦略の

高い人に積極的に手立てを施して予

がん患者とその家族に向けてわかり

キャッチフレーズでもある「がんの

防しようというものだ。がんがあっ

やすく解説している。

罹患率と死亡率の激減を目指して」
、

ても生前、その人の日常生活に支障

全体は８章からなり、①原因と予

がんセンター総長が初めて一般向け

を与えず寿命を全うすれば「天寿が

防について②乳がん検診と診断の進

に執筆したもの。がんにならない１

ん」と呼び、理想の死に方の一つと

め方③乳がんといわれました④外科

次予防とがんになっても死なない２

して、がんが発生する時期を何らか

治療について⑤放射線治療について

次予防について話しかけるような調

の方法で遅らせることも対策にあげ

⑥薬物治療について⑦治療後の診察

子で解説している。

ている。

と検査⑧転移・再発したとき。患者

始めに「がんは遺伝子の異常が蓄

そして、各種のがんの特徴を示し

の視点からの疑問に対し回答する形

積した結果、発生する病気」とその

ながら、それぞれの検診の具体的方

で構成されている。治療に使用され

メカニズムを詳しく説明した後、１

法など詳細を紹介している。がん死

る薬剤一覧や代表的な化学療法、用

次予防は生活習慣の改善、とくに禁

を減らすには、早期または適時に発

語解説も巻末に添えられている。

煙と食生活･栄養が大切だとしてい

見したら確実に治療できるがんにつ

巻頭言で同学会の坂元吾偉理事長

る。２次予防では、初期の段階でが

いて、対象人口の60％以上が検診

は「患者さんと医療者の関係を緊密

んを発見できれば死なないですむと

を受診する状況を作り、検診の精度

にして、よりよい診療を受けるため

し、検診の重要性を強調している。

を高める必要があるとしている。

に本書を用いてほしい」
としている。

さらに１次と２次の間に「1.5次

問い合わせは〒101-8911東京都

問い合わせは〒113-8687東京都

予防」という新しいアプローチをあ

千代田区神田駿河台2-9株式会社主

文京区湯島2-31-14金原出版株式会

げているのが注目される。一見健康

婦の友社（電話03-5280-7551）へ。

社（電話03-3811-7184）へ。
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