
日本対がん協会賞の個人の部は、

広島市立安佐市民病院名誉院長の岩

森茂氏（78）、福島県立医科大学名

誉教授の木村和衛氏（78）、大阪府

立成人病センター名誉総長の小山博

記氏（71）、千葉県医師会会長の藤

森宗徳氏（69）と沖縄県で胃腸科医

院院長を務める前田憲信氏（76）の

５氏、団体の部は福岡県八女保健所

肝がん等肝疾患対策専門委員会（吉

田博委員長）に贈られる。

岩森氏は、全国に先駆けた禁煙モ

対がん協会賞
５氏と１団体

ター断層撮影）による肺がん検診の

方法を確立したことが評価された。

曽根氏は、長野県健康づくり事業団

肺がんＣＴ検診読影委員会委員長も

務め、ＣＴを利用した効果的な肺が

ん検診態勢の確立と普及に努めた。

朝日がん大賞

金子・曽根両氏
肺がんのＣＴ検診で功績

デル病院を推進、木村氏は胃がん集

団検診を確立、小山氏は乳がん温存

療法の推進、藤森氏は検診体制の拡

大に寄与、前田氏は胃がん検診の精

度管理向上に貢献、などが評価され

た。また、八女保健所専門委は肝が

ん死亡率軽減へ総合的な取り組みが

光った。

《朝日がん大賞と日本対がん協会

賞》 朝日がん大賞は、がんの予

防・検診・治療に役立つ研究を対象

にし、過去の活動歴とともに将来性

も重視して選考されている。日本対

がん協会賞の特別賞として朝日新聞

社の協力を得て創設され、今年で６

回目。日本対がん協会賞は39回目

で、がん征圧活動に永年の功績のあ

った方々に贈られる。

平成18年度の選考委員は次の通り。

委員長・杉村隆・国立がんセンタ

ー名誉総長、尾関章・朝日新聞東京

本社科学医療部長、垣添忠生・国立

がんセンター総長、唐澤隹人・日本

医師会長、広瀬幸雄・日本対がん協

会理事長、武藤徹一郎・癌研有明病

院長。

平成18年度の朝日がん大賞は国立

がんセンターの金子昌弘氏（60）＝

写真左＝と信州大学名誉教授でJA

長野厚生連中南信地区がん検診セン

ター長の曽根脩輔氏（69）＝同右＝

の２氏に贈られることが決まった。

また、日本対がん協会賞は５氏と１

団体に決まった。受賞者は９月１５

日に福島県文化センターで行われる

「がん征圧全国大会」で表彰される。

（２面に受賞者の業績、３～６面に

朝日新聞記者による受賞者の紹介）

がん大賞の金子氏は、がんセンタ

ー中央病院内視鏡部咽喉内視鏡室医

長で、高速らせんＣＴ（コンピュー
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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

◇生活相談 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



を通して、全国的なＣＴ検診の普及

と精度向上・均一化のための活動を

積極的に行っている。胸部ＣＴ検診

研究会（現ＮＰＯ法人日本ＣＴ検診

学会）を創設してＣＴ検診技術普及

等の活動を行う一方、ＣＴ画像を使

っての禁煙指導にも力を注いでい

る。

1995年から移動体衛星通信を活

用した遠隔医療診断の実用研究に取

ルスキャンＣＴ開発に関して通産大

臣表彰を、受けている。

日本乳がん学会の設立に貢献、同

会長も歴任し、乳がんの治療、検診、

診断の普及に尽力した。また、乳房

温存療法に着目し、乳がんの縮小技

術の啓蒙・普及に取り組み、乳房温存

手術の推進を図った。「わきの下の

見張りリンパ節の細胞診を行い、転

移がなければリンパ節を取らない」

との判断を立て、乳がんの後遺症を

軽くすることに成功した。マンモグ

ラフィ（乳房Ｘ線撮影装置）と視触診

を同時に実施する検診システムを積

極的に推進。大阪府内各地での検診

で、治療面はもとより、早期発見・

早期治療の普及啓発に貢献した。

国立がんセンター中央病院
内視鏡部咽喉内視鏡室医長

金
かね

子
こ

昌弘
まさひろ

氏（60歳）

低線量、高速らせんＣＴによる肺

がん検診の方法を確立し、実際の検

診現場に世界で最初に導入した。肺

野末梢の肺がん発見の精度が著しく

向上することを証明して、ＣＴによ

る肺がん検診の先駆けとなった。さ

らに、ＣＴ検診の判定基準策定など

◆ 個人の部

長年、禁煙運動に取り組み、広島

市立安佐市民病院院長時代に院内の

空気清浄化を目指した「クリーン・

ホスピタル・プロジェクト」を掲げ、

全国に先駆けて禁煙モデル病院とし

た。日本禁煙推進医師歯科医師連盟

運営委員、広島県医師会禁煙推進委

員会特別顧問、広島県禁煙支援ネッ

トワーク運営委員長。広島市が健や

かで文化的に暮らせる都市の実現に

向けて作った「元気じゃけんひろし

ま21」推進会議たばこ部会長で禁

煙活動を指導している。地域医療の

推進に貢献した功労者として日本医

師会最高優功賞も受賞している。

朝日がん大賞

日本対がん協会賞
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り組み、一般住民対象の大規模な肺

がんＣＴ検診を試行、胸部Ｘ線写真

の病巣検出能力の限界も明らかにし

た。Ｘ線被曝線量の低減の可能性も

追究する一方、検診の費用対効果の

検討により、適当な検診年齢や検診

回数を示すなどの取り組みも進め

た。また、長野県内の効果的な肺が

ん検診や、そのためのＣＴ検診の普

及にも貢献。さらに、ＣＴ検診の精

度管理を重要視して、ＣＴ像のコン

ピュータ診断支援システムの開発に

も関与している。

沖縄県消化器内視鏡学会会長時代

に会員の消化器病の診断、治療の向

上に尽力。沖縄対がん協会で胃の集

団検診のＸ線フィルム読影世話人と

なり、読影能力の向上と二次検査の

指導に当たった。県胃集団検診機関

連絡協議会を設立し、県成人病検診

精度管理指導協議会（胃がん部会）

と連携して検診精度の管理向上に努

めた。胃がん、大腸がんの検診分野

で経験を生かした指導・助言を行

い、とくに集団検診を通じて、がん

の早期発見に貢献している。公衆衛

生功労で県知事表彰や厚生大臣賞を

受賞している。

信州大学名誉教授

曽根
そ ね

脩
しゅう

輔
すけ

氏（69歳）

広島市立安佐市民病院名誉院長

岩森
いわもり

茂
しげる

氏（78歳）

大阪府立成人病センター
名誉総長

小
こ

山
やま

博
ひろ

記
き

氏（71歳）

千葉県内の健康診断に関係する４

団体の統合を進めることにより、が

ん検診実施体制の規模拡大を成し遂

げた。乳がん検診におけるマンモグ

ラフィ、超音波検査の導入を図り、

これら検査の拡大を図った。乳がん

検診の医師、放射線技師、臨床検査

技師の育成に貢献した。千葉市医師

会長、千葉県医師会会長、千葉県対

がん協会会長、ちば県民保健予防財

団理事長として、がん検診の推進に

永年にわたり力を尽くした。

千葉県医師会会長
前ちば県民保健予防財団理事長

藤森
ふじもり

宗徳
むねのり

氏（69歳）福島県保健衛生協会の前身である

福島県成人病予防協会が61年３月

から全国でも、いち早く始めた胃が

ん集団検診の指導医師、胃がんフィ

ルム読影委員として事業の推進に協

力、検診方法の基礎確立に努力した。

また、協会が初めて行った肺がん検

診についても、検診方法の確立に尽

力するなど、県の集団検診に長期に

わたって貢献した。これまで、県民

の医療保健貢献したことにより福島

県保健衛生協会楠賞、国民健康保険

行政に関して厚生大臣表彰、ヘリカ

福島県立医科大学名誉教授

木
き

村
むら

和
かず

衛
え

氏（78歳）

前田胃腸科医院院長

前
まえ

田
だ

憲信
けんしん

氏（76歳）

福岡県の八女筑後保健医療圏で医

師会、地域中核病院、保健所、市町

村は合同で肝臓がんの早期発見、早

期治療に取り組み、市町村の住民検

診に肝臓がんの原因となるＣ型肝炎

ウイルス、Ｂ型肝炎ウイルス検査を

導入して多数の感染者を発見した。

肝臓病予防教室を各市町村で開催し

て住民の啓発普及にも取り組んでい

る。さらに、ＨＣＶ抗体陽性者を、

肝臓病の集学的治療が可能な病院に

紹介するシステムを構築。これらの

取り組みの末、この圏域の肝がんの

死亡率は減少傾向を示している。

（吉田博委員長）

福岡県八女保健所肝がん
等肝疾患対策専門委員会

◆ 団体の部
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京都予防医学協会と専門医らでつく

る会員制の検診組織「東京から肺が

んをなくす会」と交渉し、93年に

世界で初めて、らせんＣＴによる肺

がん検診を導入した。

肺がんで亡くなる人は年間６万人

近い。がん全体の中で、死亡率は男

性で１位、女性でも２位を占める。

手術できないほど進行した段階で見

つかることが多い。いかに早く、正

確に見つけるかは大きな課題だ。

肺がん検診で一般的に使われる胸

部Ｘ線で発見できるがんは平均３セ

ンチほど。場所によっては５センチ

でも分からないことも少なくない。

「がんは早い段階で見つけないと、

どうしようもない」。多くの肺がん

患者と接し、そう痛感していた。

動くベッドの周囲を装置がぐるぐ

る回転し、Ｘ線をらせん状にあてる

「らせんＣＴ」なら、５ミリほどの

異変をとらえることができる。登場

したばかりの装置を使い、より短い

時間で、放射線被曝がなるべく少な

く調べられるよう工夫を重ねた。東

朝日がん大賞 金子　昌弘氏

らせんＣＴ 予防にも

早期の発見者は大幅に増えた。導

入前、がんが原発の場所にとどまり、

３センチ以下の１Ａ期で見つかった

のは40％ほど。それが、らせんＣ

Ｔ導入後は約80％になった。治療

後の５年生存率も、当初の50％か

ら80％ほどになったという。いま、

全国で年間約８万人が受診する。

だが、課題は残る。ＣＴでしか見

つからない小さながんの中には、治

療の必要のない例があるのかもしれ

ない。らせんＣＴ検診を受けること

で本当に肺がんの死亡率が減るのか

どうか、厚生労働省の研究班が検討

しているが、まだ結論は出ていない。

「検診に予防の観点を取り入れて

はどうか」。そう提案している。ら

せんＣＴなら喫煙による肺気腫や、

心臓の動脈の異常も分かる。「こう

した病気の予備軍を早く見つけて生

活習慣などに介入すれば、たくさん

の人の健康を守れる。社会のコスト

も抑えられるかも知れません」

（朝日新聞東京本社科学医療部

田村建二）

８倍にのぼっているという。

また、研究の過程でレントゲン写

真による肺がん検診の限界も明確に

した。「見逃す可能性が高い従来の

検診で大丈夫と診断していいのか。

「早期発見できない肺がんのレン

トゲン検診はやめにしませんか」─

─こんな過激にも聞こえる発言の裏

には、肺がんで亡くなる人を一人で

も減らしたいとの思いがこもる。

肺がんは、他の悪性腫ように比べ

て、５年生存率が大きく劣る。心臓

や横隔膜などに隠れて見えない部分

が多く、コントラストが低い従来の

胸部レントゲン写真では、初期の小

さながんが発見しづらいためだとい

う。

96年から３年間、長野県で一般

住民を対象に、体を輪切りした状態

のＸ線写真が撮れるＣＴによる検診

を試行。見つかった多くは５ミリか

ら20ミリで、レントゲン写真とは

比べ物にならない小ささ。手術した

約80人の５年生存率は約９割に達

したという。これらの成果は英医学

誌「ランセット」などに掲載され、

ＣＴによる肺がん検診の研究が世界

的に広まるきっかけをつくった。そ

の後も続けられた同県内でのＣＴ検

診車による発見率は、レントゲンの

朝日がん大賞 曽根　脩輔氏

肺がんＣＴ検診普及
早くレントゲンはダメだと結論を出

さないといけない」と訴える。

63年から約20年、大阪大で医師

として胸部放射線診断の研究を続け

てきた。だが、その間、肺がん患者

で助けることができたのは、ほんの

一握りだったと振り返る。そんな思

いが、診断担当者の育成やシステム

開発への関与など、精力的なＣＴ検

診の普及活動につながっている。

ＣＴによる検診は、機器の進歩で

Ｘ線被ばく量の低減や精度の向上が

今後も進んでいくと強調。マンモグ

ラフィーで乳がん検診が大きく進ん

だように、ＣＴで肺がん検診は飛躍

的に発展すると訴える。「受賞がき

っかけになって成果が報道され、Ｃ

Ｔ検診の広まりに加速がついてほし

い」と願っている。

（朝日新聞松本支局　矢鳴秀樹）
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ころはない」「白い薬は飲みたくな

い」と住民が嫌がった。飲んだこと

がなかった酒を一緒に飲んで親しく

なりながら、「がんで死ぬときは痛

い。早くに見つければ直せるんだ」

胃がんを早期発見するための集団

検診を全国でも、いち早く福島県で

始めた。太平洋戦争中、青森医学専

門学校（現弘前大医学部）に入学。

在学中に終戦を迎え、国立仙台病院

でインターンをしていた頃にレント

ゲン写真の「読み方」を学んだ。そ

のころ放射線科を新設した福島県立

医大に招かれ、52年から放射線科

学専攻の助手となった。

当時、がんの死因の中で多かった

胃がんのレントゲン写真を見なが

ら、自覚症状がでてからでは遅いと

痛感した。「何とか早期に見つけれ

ば、直すことができる」と、胃がん

の集団検診を研究テーマとした。

58年から、バスで県内の各地を

訪れ、集団検診を始めた。バリウム

を飲んでもらいレントゲンで胃を映

す。最初に訪れた村では、「悪いと

対がん協会賞 木村　和衛氏

胃がん集団検診確立

と説いてまわった。泊まり込んだ１

週間で100人ほどの検診をし、３人

から初期の胃がんを見つけた。成果

を学会で発表し、その後の胃がん集

団検診の流れをつくった。

普及後は、検診の品質管理に尽力

した。胃がん集団検診精度管理委員

会を立ち上げ、検診後の患者を見守

る仕組みを作った。がんがあった患

者には、レントゲン写真の一コマに

受診した医療機関の医師用の返信用

はがきを添えて送る。はがきの管理

で受診したかをチェックし、手紙で

受診を促す。「見つけるだけではだ

め。直すことにつなげなければ」

現在、週２回、病院で集団検診を

受け持っている。病気の原因になり

かねない生活習慣を指摘しても、わ

かってはいるけれど直せない、と答

える患者が多い。「自分の体は、自

分で守らなければ。一番大事なのは、

予防。それを一生懸命、伝えていく

しかありません」。柔らかかった表

情が、真剣になった。

（朝日新聞福島総局　上田真由美）

バコを吸わない人の権利を守るため

の取り組みがまだ不十分」と厳しい。

実は、自身も元・喫煙者。転機に

なったのは、留学先の米国での経験

だ。「タバコを吸って、あなたも人

「禁煙は愛です　禁煙は思いやり

です」「たばこのけむりで10人に１

人がころされています　吸わないの

も愛　吸わせないのも愛です」。名

刺入れにはいつも、こう書いた名刺

を入れている。「タバコを吸うかど

うかは、顔を見ればわかる。『この

人は吸う人だ』と思ったら、さっと

この名刺を出す」。喫煙防止運動が

定着し、最近では「私の前では誰も

吸わなくなった」と笑う。

「喫煙は百害あって一利なし」。

禁煙を訴え続けておよそ42年。広

島市立安佐市民病院の院長時代に

は、院内の空気の清浄化を中心とし

た「クリーン・ホスピタル・プロジ

ェクト」を立ち上げ、同院を全国に

先駆けて「禁煙モデル病院」とした。

また、執筆活動やテレビ出演を通じ、

タバコの害と禁煙の必要性を訴え

た。「喫煙防止教育は早いほうがい

い」と小・中学校などにも積極的に

足を運ぶ。厚生労働省が「ニコチン

依存症」を「病気」と認め、対策に

乗り出したことを評価しつつ、「タ

対がん協会賞 岩森　　茂氏

「禁煙モデル病院」推進
間モルモットとして発がん実験に参

加しますか」。研究所に掲げられた

標語に衝撃を受け、以来、日に20

本は吸っていたというタバコを絶っ

た。自身の経験に照らし、禁煙をめ

ざす人には、「意地でもタバコをや

める」という誓いをたてるよう勧め

るという。「タバコが体に悪いのは

みんなわかっている。やめられるか

は、その人の意思の強さの問題」と

語り、「ニコチン依存の状態になっ

てからでは遅い」と警告する。

最近、気になるのは喫煙の低年齢

化だ。小・中学校での講演では、ぬ

いぐるみやスライドを使うなど工夫

を凝らす。「子どもたちがタバコの

害を正しく知れば、禁煙はもっと広

がる」。タバコの煙のない世界を目

指し、地道で着実な活動が続く。

（広島総局　八百板一平）
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の普及も、97年から進める。

20年前に始めた温存療法の手術

率は68％に達し、10年生存率は９

割を超えた。だが当初、再発を恐れ

る外科医らの温存療法への理解は進

わずかな腫瘍でも乳房全体を取り

去るのが常識だった乳がん手術。そ

の常識を覆し、乳房を残す「乳房温

存療法」のパイオニアとして治療法

の普及、改良に貢献してきた。

国内の外科医が競うように続けて

いた乳房の「全摘手術」に疑問を抱い

たのは、大阪府立成人病センターの

乳腺・内分泌外科部長だった86年。

欧米で温存療法が注目を集めていた

ことから、自分の手術例などを調べ

直すと、大きく乳房を取っても生存

率は変わっていないことに気づいた。

「手術だけにこだわらない。垣根を

越えた柔軟な考え方こそ必要だ」

95年、温存の可能性を高める術

前化学療法をいち早く導入。手術の

際、転移予防のため除去していたわ

きのリンパ節を、事前検査で残せる

ようにするセンチネルリンパ節生検

対がん協会賞 小山　博記氏

乳房温存療法を推進

まなかったため、同療法を普及させ

ようと、92年にできた乳癌学会の

呼びかけ人や学会長も務めた。その

成果は、今や標準術式となり５割を

超えた同療法の手術率にも現れる。

40年を超えるがんへの取り組み

を貫くのは「負担の少ない優しい医

療を」との信念だ。結婚を控えた女

性でも進行がんの場合は全摘手術や

生殖機能に影響する強い化学療法を

選ばざるを得ない。「そんなつらい

思いを患者にさせないために、早期

発見が欠かせない」と、現在はがん

検診普及の先頭に立つ。

00年、大阪対ガン協会長に就任。

全国最低レベルにある大阪府のがん

検診受診率向上を目指す。それには

「検診の垣根を下げることが大切」

と、がん予防の献立体験食事会や講

演会を開き、会場にがん検診車も置

いて検診する試みも。「買い物客の

集まるスーパーでの検診もしたい」

と垣根を越える情熱は尽きない。

（朝日新聞大阪本社科学医療部

林義則）

がん検診の中で、女性特有でデリ

ケートな面を持つ乳がんの検診に特

に力を入れた。従来の視触診に加え、

マンモグラフィを96年に導入。さ

らに02年からは、マンモグラフィ

専門は小児科。千葉市内で開業し

て35年になる。親子２代を診ている

患者もたくさんいるのが、小さな町の

診療所の強みだ。「先生の顔を見た

から治った」と子どもを連れてきた母

親から言われるのが何よりうれし

い。

98年から県医師会長を務めると

同時に、県対がん協会長にも就任し

た。がんとのかかわりはここからだ。

「検診での早期発見」を信条に、集

団検診の規模の拡大や、精度の向上

に尽くした。

03年、県対がん協会と結核予防

会県支部、県予防衛生協会、県医療

センターを統合し、ちば県民保健予

防財団が発足。藤森さんは初代理事

長を務めた。今年５月からは顧問と

して財団にかかわる。

４団体が統合したことで、検診の

規模は飛躍的に拡大した。検診車は

統合前の20台から約５倍の106台に

増加。がん検診の受診者数は約46

万９千人（02年）から約67万人

（05年）に増えた。

対がん協会賞 藤森　宗徳氏

検診規模拡大に尽力
と超音波による検査を隔年で実施す

るスタイルを確立した。若い世代で

はマンモグラフィより超音波の方

が、より正確に診断できる場合があ

るためだという。

専門医師の育成にも熱心に取り組

む。財団には現在、マンモグラフィ

撮影の認定医が２人、認定放射線技

師が14人いる。

３年前、脳梗塞に倒れた。しばら

くは歩くことも話すことも出来なく

なっていた。しかし３カ月後には、

入院先の病院から通いながら、患者

の診療を再開した。子どもの顔が見

たい一心だった。

「医師の仕事は天職」と言う。県

医師会長として、一小児科医師とし

て、まだまだ走り続けるつもりだ。

（朝日新聞千葉総局＜現秋田総局＞

岡林佐和）
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結果、99年までに全市町村に広が

った。陽性率が高い市町村は肝がん

の死亡率も高いことが分かり、ウイ

ルス対策の重要性がはっきりした。

早い段階ならインターフェロンで

根治できる可能性もある。市民向け

の啓発活動や、開業医向けの勉強会

なども繰り返してきた。99年には

福岡県南部、八女茶の産地で知ら

れる八女市や筑後市など８市町村か

らなる八女・筑後医療圏。肝臓がん

の原因となる肝炎のウイルス検査や

治療を、10年前から地域の病院や

医師会、保健所、市町村が一体とな

り進めてきた。

Ｃ型肝炎ウイルスの抗体陽性率が

全国平均より高い福岡県のなかでも

特に高い。40歳以上の10人に１人

を占めている。がんによる死亡者数

も、胃がんや肺がんを差し置いて肝

がんがトップ。肝がんの死亡率は全

国の２倍だ。減らすには、ウイルス

に感染した人を見つけ出し、早めに

予防や治療を始める必要がある。

中心となるのが各組織の代表から

なる専門委員会。以前は２市村だけ

だった市町村の住民健診でのウイル

ス抗体の検査は、実施を働きかけた

対がん協会賞 福岡県八女保健所肝がん等
肝疾患対策専門委員会

肝がん死減少へ総力

診療ガイドラインを作成、全診療所

に配った。検査で陽性と判明した患

者に何を説明すべきかや、ウイルス

量に基づいた治療法の検討、画像診

断などの手順を示し、誰もが適切な

や、がんに進行していても早期に見

つかる例が増えているという。委員

長を務める吉田博・公立八女総合病

院企業長は「死亡率減少がはっきり

表れるにはさらに５年、10年かかる。

取り組みを続けていきたい」と話す。

（朝日新聞西部本社報道センター

佐々木英輔）

医療を受けられるようにし

た。

住民健診の枠に入らな

い、職場の健診へのウイル

ス検査導入の動きも広がっ

た。今年３月には、感染の

可能性が高い患者は、専門

的な治療ができる２病院に

必ず紹介する仕組みも作っ

た。

早めのインターフェロン

治療を受けて治癒する例

のの、学費が底をつく。

窮状を見かねた兄が声を掛けた。

「医者になれ。医学部に行くなら金

を出す」。戦争で多くの若者を失っ

た沖縄には当時、医師が極めて少な

「日本一長寿県」の沖縄で異変が

起きている。2000年に調査した男

性の平均寿命は77.64歳で全国26

位。前回（95年）の５位から大き

く順位を落とした。

原因に挙げられるのが食の変化

だ。戦後27年間、米国の占領下に

あった沖縄では、早くからポークラ

ンチョンミートなど高カロリー、高

塩分の西洋食が浸透した。

それでもがんによる死亡率は低

い。集団検診の普及が影響している

とされる。

その態勢作りに尽力した。20年

前に「県胃集団検診機関連絡協議会」

を作り、会長に就任。地域や病院に

よってバラバラだった検診の仕組み

を統一し、精度管理に努めた。同時

に沖縄対がん協会の理事として若手

医師にＸ線フィルムの読影方法を教

え、能力アップにも貢献した。

教えることへの思いは強い。

もともとは小学校の教員だった。

さらに指導力を上げるために教育心

理を学ぼうと上京。大学に入ったも

対がん協会賞 前田　憲信氏

集団検診の普及に力
かった。一大決心をし、教師から医

師に転身。消化器外科医になって帰

郷し、那覇市内で開業した。

「論文で症例を学ぶ内科と違い、

消化器外科で使う胃カメラなどは経

験がものを言う分野。自分に合うと

思った」

以来、数え切れないほどの胃や腸

を見た。その間、機械の進化はめざ

ましいものがあった。鉄管をのどに

差し込んでカメラを入れ、５㍉フィ

ルムで撮影していた時代から、苦し

くないように鼻から内視鏡を入れ

て、テレビモニターを見ながら悪性

部分を切除できるまでになった。

だが気は抜けない。「機械の性能

は昔と比べると驚くほど良くなっ

た。でも、使う医師の技術が伴わな

ければ役に立たない」

（朝日新聞福岡西支局　羽賀和紀）

肝がんの予防を目指し、専門委員会メンバーの医師会、
保健所が合同で開いた啓発大会（福岡県八女保健所肝が
ん等肝疾患対策専門委員会提供）
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乳がんの早期発見、早期診断、早

期治療を推進する「ピンクリボンフ

ェスティバル」が今年も10月に開

催される。４年目を迎える今年は、

東京、神戸に加えて新たに仙台でも

様々な催しが計画されている。スマ

イルウォークの各会場には、乳がん

早期発見に威力を発揮するマンモグ

ラフィ検診車が配置され、体験受診

もできる。会場ごとの主なイベント

ピンクリボンフェスティバル

今年は仙台でも開催

は次の通り。（写

真は昨年の東京会

場から）

【東京】

シンポジウム

10月１日午後１

時から、有楽町朝

日ホールで。２部

に分かれ、第１部（一般対象）は東

京都立駒込病院の戸井雅和・外科部

長の基調講演、女優の音無美紀子さ

んとあけぼの会のワット隆子会長が

「乳がんを乗り越えて」をテーマに

対談したあと、パネルディスカッシ

ョン「ピンクリボン　あなたの笑顔

のために～乳がんに負けない」を行

う。第２部（乳がん体験者対象）は

午後４時から聖路加国際病院の中村

清吾・乳腺外科部長が乳がんの標準

治療について特別講演をしたあと質

疑応答を行う。

スマイルウォーク 10月７日に

六本木ヒルズアリーナを会場に15

キロ、11キロ、６キロの３コース

を実施。小谷実可子さんらをゲスト

に専門医とのトークショーも開催す

る予定。

ライトアップ 東京タワー、レイ

ンボーブリッジ、日本看護協会ビル

のほか、今年はあらたに表参道ヒル

ズも輝かせる。

【神戸】

シンポジウム 10月22日午後１

時から神戸市中央区の松方ホールで

開催。関西医大附属枚方病院の田中

完児・乳腺外科科長と愛知県がんセ

ンター中央病院の岩田広治・乳腺科

部長がそれぞれ乳がんの早期発見や

早期治療について基調講演、女優の

大空真弓さんとワット隆子会長が対

談形式で「がんなんてなによ」と題

して語り合ったあと、東京と同じテ

ーマでパネルディスカッションを行

う。

スマイルウォーク 10月21日に

神戸市役所南の東遊園地を会場に

10キロと５キロ

の２コースで実施

する。荻原次晴さ

んらをゲストに迎

えてトークショー

も行う。

ライトアップ

神戸ポートタワー

や明石海峡大橋、モザイク内大観覧

車などを照らし出す予定。

【仙台】

スマイルウォーク 10月29日に

勾当台公園を会場に10キロと５キ

ロの２コースで実施する。いずれも

出発は午前10時半で、10キロは公

園から定禅寺通、東二番丁通、仙台

駅自由通路を経てパルシティ・ビル

で折り返し青葉通を経て公園へ戻

る。５キロは公園からぶらんどーむ

一番町、クリスロード、仙台駅自由

通路などを経て同じくパルシティ・

ビルで折り返し、愛宕上杉通を経て

公園へ戻る。

小谷さんのほか、荻原さん、大野靖

之さん、アン☆ドゥさんら各会場で

毎年おなじみのメンバーがゲスト参

加しトークショーも行う。

このほか街頭キャンペーンや市内

のデコレーションも予定している

が、シンポジウムやライトアップは

行わない。

◇

各会場のイベント参加要領など詳

細は同フェスティバルのホームペー

ジ（http ://www.asahi .com/

pinkribbon2006）を参照。

訂正 2006年８月号６面に掲載

した「06年度永年勤続表彰者」の

中で、次の３支部について誤りがあ

りましたので、正しいものを掲載し

ます。（敬称略）

北海道対がん協会 本村政幸・佐

藤光春・寺田武司・西田大▽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・山中正美・細野透・

武田淳子・内城武彦・小島武・近藤

好一▽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・安西純子

日本対がん協会人事（９月１日付）

事務局次長（事業部長）三船剛由▽

事業部長（朝日新聞社広告政策室長

兼東京本社広告編成センター長）塩

見知司▽退任　（理事兼事務局次長）

市川博＝同日付で朝日新聞社広告政

策室長に就任。

日本対がん協会は、10月の乳が

ん月間に合わせて今年も10月２日

豺から６日貊までの５日間、「乳が

ん無料電話相談」を行う。

時間は毎日午前10時30分から12

時30分までの２時間で、相談時間

は一人15分、１日８人を予定。相

談に応じるのは、元国立がんセンタ

ー乳腺外科医長の七沢武医師や癌研

有明病院乳腺科の岩瀬拓士部長、森

園英智医師、飯島耕太郎医師、対が

ん協会顧問医の近江和夫医師の５人

が交代で担当する。

予約制で、相談当日の午前10時

から電話（03-3571-5203）で先着順

に受付をし、予約が取れた人に、改

めて対がん協会から電話して相談を

行う。今年は、午後からの通常がん

無料相談も実施するため、乳がん相

談は午前に変更された。

これとは別に闍島屋デパートも、

同月間中に日本橋店、大阪店、名古

屋店など全国６店舗で医師による乳

がん面接相談を行う。

乳がん無料電話相談

10月２日から５日間
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前立腺がんの「早期発見・早期治

療」の大切さを訴える「ブルークロ

ーバー・キャンペーン」の一環とし

てチャリティ・コンサート（主催：

朝日新聞社、後援：日本対がん協会、

特別協賛：アストラゼネカ株式会

社）が９月21日夜、東京・文京シ

ビックホールで行われる。

出演はジャズピアノの山下洋輔が

率いる「PANJAスイングオーケス

トラ」で、ゲストに日野皓正（トラ

ンペット）、坂田明（アルトサック

ス）、渡辺香津美（ギター）、スペシ

ャルゲストに大貫妙子（ボーカル）

という豪華版。収益の一部は、対が

ん協会に寄付される。

チケットなどの詳細は専用ホーム

ページ（http://www.asahi.com/

blueclover2006/cons.html）を参照。

また、ＪＲ原宿駅の線路脇看板を

使った「原宿ファッションジョイボ

ード文化展」の秋のテーマに同キャ

ンペーンが選ばれ、９月４日から１

週間の予定で展示が行われる。

ジャズの豪華メンバーで
チャリティ・コンサート
ブルークローバー・キャンペーン

リニューアルでニュース発信型にし

たトップページは、検索優先の形に

大幅に変更した。さらに、サイト内

検索ができるテキストボックスも新

設した。また、リレー・フォー・ラ

イフのページを拡充し、新たに対が

ん協会報のバックナンバーが閲覧で

きるページも新設した。

日本対がん協会のホームページ

（http://www.jcancer.jp）が９月

１日からリニューアルされた（写

真）。今回のリニューアルは、昨年

４月以来で１年半ぶり。今回の刷新

の狙いは、利用者が、求める情報を

いち早く、わかりやすく探し出すこ

とができる仕組み。このため前回の

ホームページをリニューアル 対がん
協会


