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者さんが16万人、実にわ

が国のがん死32万人の半

数が、手遅れで亡くなって

いる、という事実は見逃せ

ません。この状態を脱却す

るため、息の長い活動を展

開することがもっとも重要

と考えます。

また、日本対がん協会は、

がん医療の均てん化に関わ

る研究費の管理を厚労省か

ら委託されたことを機に、

「情報発信」や「研修」に

関わる活動もこれまで以上

に強化する必要がありま

す。すでに電話相談や専門

家による面談を実施してい

ますが、この活動の枠を大

きく広げる必要があるでし

ょう。そのための要員と、

スペースの確保、資金の調

達が必要です。平成19年

４月１日をもって、本部が

並木通りからマリオン･ビ

っと多くの、強力な支援母

体を持つ、文字通り「日本」

の対がん協会として、民間

でできる対がん活動全般を

広汎に推進する団体に変わ

ろうとしています。

まず、現在市町村が中心

で実施している、いわゆる

行政検診の対象である５つ

のがん、即ち胃がん、子宮

頸がん、乳がん、肺がん、

大腸がんの平均検診受診率

は17パーセントです。がん

検診によってがん死を減少

させるためには、対象人口

の70パーセント以上が、

数年に1度は検診を受ける

必要があります。しかし、

市町村の財政状況は悪く、

がん検診の受診率を飛躍的

に上げる、また検診の質を

高めることは、現状のまま

のやり方では無理でしょ

う。

市町村がなるべく安い検

診機関に委託するため、対

がん協会支部の活動が苦戦

を強いられている状況はよ

く耳にします。この現況を

打開するためには根本的な

わが国の検診システムの変

革が必要と思います。一方

で、上に述べた5つのがん

で年間に亡くなっている患

伝統ある日本対がん協会

の会長に、杉村隆先生の後

任として就任致しました。

平成19年３月15日付です。

私が国立がんセンター総長

の現職中に、日本対がん協

会会長も引き受けることが

できるか、厚生労働大臣ま

で決裁が上がったとのこと

です。無償とはいえ、日本

対がん協会という組織の長

を兼ねることが果たしてで

きるか、随分議論があった

と聞きます。しかし、今後

のわが国のがん対策に占め

る日本対がん協会の社会的

重要性が理解されたからで

しょう、３月15日に遡って

併任が承認されました。わ

ずか2週間とはいえ、国立

がんセンター総長の現職中

にこの役職を併任できたこ

との意味はとても大きい、

と私は考えています。

日本対がん協会は平成20

年、設立50周年を迎えま

す。50周年を機に、日本

対がん協会は大きく生まれ

変わろうとしています。朝

日新聞社をバックとした、

がん検診の推進団体といっ

た従来のイメージから、朝

日新聞社からの強力な支援

は引き続き受けつつも、も

強力に対がん活動推進
日本対がん協会会長に就任して

50周年を機に再生

国立がんセンター名誉総長
垣添　忠生

検診推進は息長く

医師の相談も拡充

ルに移ったこともスペース

の確保のためですし、私自

身も含めて面談でのがん相

談に応じる医師を大きく拡

充しようと依頼を開始しま

した。さらに、財政面強化

のために、浅く広く寄附を

依頼する方式と、社会貢献

に関心のある企業の協力を

いただく等、積極的な二面

活動も開始しました。

いま一つ、今後の日本の

対がん協会の活動でさらに

強化すべきは国際協力で

す。アメリカ対がん協会は

もちろん、韓国やシンガポ

ール、タイといったアジア

諸国とも密接な連携をとる

ことも極めて大切と考えて

います。

日本対がん協会は、厚生

労働省、国立がんセンター

と密接に協力しながら、民

間でできるがん対策を強力

に推進する母体として今後

ますます重要となることで

しょう。皆様の御理解と御

協力を切にお願い申し上

げ、会長就任の挨拶とさせ

ていただきます。

国際協力の強化も



退任　萬正洋（事務局長）

滋賀 専務理事　北岸尚

スクリーニングセンター所

長▽退任　大佛正隆（専務

理事）

兵庫 副会長兼支部長

後藤武（副会長）▽副支部

長兼事務局長　渡辺裕（県

人事委員会事務局長）▽退

任　山本明生（支部長）、

西海薫（事務局長）

和歌山 支部長　仁坂吉

伸　県知事（２月13日付）

▽事務局長　上出明彦（県

企画部ＩＴ推進局長）▽退

任　木村良樹（支部長、06

年11月15日付）、井出雅視

（専務理事兼事務局長）

山口 専務理事兼事務局

長　重冨昭治（県議会事務

局長）▽退任　山田宣雄

（専務理事兼事務局長）

福岡 退任　小林脩和

（理事兼事務局長、２月28

日付）

長崎 退任　土井州雄

（事務局長）

熊本 副支部長　尾方克

巳（県健康福祉部医監）▽

退任　田中明（副支部長）

日本対がん協会の４支部

で支部長が、７支部で事務

局長が交代した。主な異動

は次の通り（敬称略）。発令

日は、表記のないものは新

任４月１日、退任３月31日。

宮城 支部長　久道茂

県医療顧問、東北大学名誉

教授▽事務局長　加藤秀則

（事務局次長、３月１日付）

▽退任　大柴三郎（支部

長）、鈴木務（理事兼事務

局長、２月28日付）

山形 退任　遠藤克二

（副支部長）、新海武久（副

支部長）

福島 支部長　鈴木仁

医局長兼総合健診センター

所長▽退任　相楽新平（支

部長）

埼玉 副支部長　金井忠

男　県医師会副会長（６月

30日付）▽専務理事　今

井栄一（県環境防災部長）

▽退任　阪信（副支部長、

６月29日付）、冨田邦利

（専務理事）

新潟 副支部長　畠山勝

義　新潟大学医歯学総合病

院院長▽事務局長　深沢省

三（県南魚沼地域振興局長）

▽退任　下条文武（副支部

長）、梶井克彦（事務局長）

富山 専務理事　土、方義

和（専務理事兼事務局長）

▽事務局長　霜上寛（県企

業局経営管理課長）

愛知 事務局長　春田常

延（県半田保健所次長）▽
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健診センターリニューアル 秋田
支部

宮城　久道　　茂（ひさみ

ち・しげ

る ） 氏

県医療顧

問、東北

大学名誉

教授。68

歳。

新 支 部 長

和歌山　仁坂　吉伸（にさ

か・よし

のぶ）氏

県知事。

56歳。

福島　鈴木　　仁（すず

き・ひと

し ） 氏

医局長兼

総合健診

センター

所長。66

歳。

兵庫　後藤　　武（ごと

う・たけ

し ） 氏

兵庫県健

康財団副

会長。63

歳。

兵庫　渡辺　　裕（わたな

べ・ゆた

か ） 氏

県人事委

員会事務

局長、公

立豊岡病院組合副管理者を

歴任。57歳。

和歌山　上出　明彦（かみ

で・あき

ひこ）氏

県企画部

ＩＴ推進

局長、県

東京事務所次長を歴任。59

歳。

山口　重冨　昭治（しげど

み・しょ

うじ）氏

県議会事

務局長を

歴任。60

歳。

新潟　深沢　省三（ふかさ

わ・しょ

うぞう）

氏 県南

魚沼地域

振 興 局

長、県税務課長を歴任。59

歳。

富山　霜上　　寛（しもう

え・ひろ

し ） 氏

県企業局

経営管理

課長、県

議会事務局議事課長を歴

任。55歳。

愛知　春田　常延（はる

た・つね

のぶ）氏

県半田保

健 所 次

長、加茂

保健所次長を歴任。59歳。

宮城　加藤　秀則（かと

う・ひで

のり）氏

事務局次

長、総務

課長を歴

任。57歳。

新 事 務 局 長

計1985裃。広々とした空

間には光があふれ、快適な

健診環境を作り出してい

る。特に女性に配慮し、乳

がん、子宮がん検診につい

ては独立した「レディースホ

ール」が整備され、プライ

バシーが守られている。

能も付加し出直したもの。

鉄骨造２階建で床面積は

昭和59年に

建設され巡回健

診の事務所とし

て使用していた

秋田県総合保健事業団

（日本対がん協会秋田県支

部）の中央健診センターが

３月29日、秋田市川尻町

川反にリニューアルオープ

ンした（写真）。

旧健診センターが老朽化し

たため、新たに健診実施機



でがんの死亡者を半減させ

たい」と様々な対策をとる

意欲を示した。

本田記者は、自身の乳が

ん体験から、がんの情報は

あふれているが、患者にと

っては選択して理解するの

が難しいことを強調。不安

になった時に先輩患者や患

者団体の支援がよりどころ

になったという。そして患

者自身が診療に参加する気

持ちで自分の病気と治療を

理解するとともに、他の患者

支援や社会に訴えかける活

動を続けることを促した。

を減少させる具体的施策と

して、がん予防及び早期発

見の重要性をあげ、中でも

禁煙推進と検診の受診率向

上を強調した。

タバコ対策では、安すぎ

る価格を大幅に引き上げる

べきだとし、受診率につい

ても死亡率を下げるには

70％以上にする必要があ

ると指摘した。

そして、「米国より法施

行が30年遅れたが、10年

が「患者が主体的に医療に

かかわるには」とそれぞれ

題して講演し、がん対策を

進めるには患者・家族や国

民の後押しが必要なことを

強調した。

垣添名誉総長は、わが国

のがん対策の歩みを示しな

がら、がん対策基本法が成

立した経緯と法の概要、４

月からの施行と同時にがん

対策基本計画作りが始まっ

たことを説明した。死亡率

訂正 2007年２月号１

面の「対がん協会支部のが

ん検診実施状況」の記事で、

受診者数が「延べ1127万

3126人で、前年16年度に

比べ51万53人、4.33％の

マイナスとなった。昭和35

（1960）年に支部検診が始

まってからの受診者累計

は、２億5042万1936人とな

った」とあるのは、「延べ

1127万8203人で、前年16

年度に比べ50万4976人、

4.29％のマイナスとなっ

た。昭和35（1960）年に支部

検診が始まってからの受診

者累計は、２億5042万7013

人となった」の、減少数で

「子宮頚がんで23万9316

人､次いで乳がんの14万

5806人、胃がん10万4345

人」とあるのは「子宮頚が
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がん対策推進に患者の力が必要
セミナーで垣添名誉総長ら強調

成17年度支部別・部位別

がん検診の受診者数の表

で、７支部分に誤りがあり

ましたので、正しいものを

掲載します。

それぞれ誤りでした。見出

しとともに訂正し、正しい

前年度との比較表を掲載し

ます。

また、４面に掲載した平

んで23万8625人､次いで乳

がんの14万5085人、胃がん

10万4382人」の、甲状腺が

んの減少率が「－27.89％」

とあるのは「－27.73％」の

「変化するがん医療に対

して、どう患者は向き合っ

ていくか～がん患者さんと

医療者のより良いパートナ

ーシップのために～」をテ

ーマとした「がん―医と心

を考える」セミナーが４月

17日、東京都内で開かれ

た。国立がんセンターの垣

添忠生名誉総長が「がん対

策基本法の施行にあたっ

て」、読売新聞東京本社社

会保障部の本田麻由美記者
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一方で視触診のみが4.1ポ

イント、超音波のみが3.2

ポイント、Ｘ線＋超音波が

（５面へ続く）

視触診＋超音波が9.7ポイ

ント上昇して90％に近づ

いたほか、視触診＋Ｘ線＋

超音波も3.3ポイント上昇。

トの減少。車・出張による

ものが80万5671人で前年

度に比べ12万3000人減、

施設は９万5114人で、２

万人近く減った。職域は

10万181人で約2000人減っ

ている。

検診方式では、視触診＋

Ｘ線が56万2219人で前年

度より11万人近く増えた

ほか、Ｘ線のみも６万人近

く増えて20万人を超えた。

逆に視触診のみは12万332

人で前年度より27万人以

上激減した。

要精検率 全体では

7.7％で前年度より1.3ポイ

ント高く、最高値を更新し

た。職域検診が8.5％と際

立って高く、前年度を1.9

ポイントも上回った。住民

検診の車・出張、施設とも

前年度より１ポイント以上

上昇した。

検診方式ではＸ線＋超音

波が１割を超した。視触

診＋超音波9.7％と視触

診＋Ｘ線＋超音波8.6％は、

いずれも前年度より３～４

ポイントの急上昇だった。

精検受診率 全体では前

年度とほぼ同じ88.4％で、

最高は住民検診の施設で

92.3％。職域も前年度より

3.5ポイント上昇し80％を

上回った。

方式別では、視触診＋Ｘ

線が前年度よりやや低下し

たものの90％台を維持。

41支部で実施し､受診者

数は計100万966人で、前

年度に比べ14万5085人、

12.7％減少した。平成12年

度以降、増加傾向にあった

が、一転大幅減となった。

16年度に出された厚生労

働省の乳がん検診ガイドラ

イン見直しで、隔年化が示

された影響が現れたとみら

れる。また、マンモグラフ

ィ（Ｘ線）の受診者は前年

度より約16万人増の81万

5815人で全体の81.5％を

占めた。

支部別 実施41支部中

27支部が前年度比マイナ

ス。減少率が大きかったの

は秋田6 0 . 2 %減、鳥取

42.9%減、群馬41.1％減な

どで21支部が２ケタの減

少率。減少数では北海道２

万7615人減、群馬２万645

人減、岩手１万6586人減、

秋田１万2588人減などが

目立つ。

一方、増加した14支部

の中では、山梨が87.8％と

ほぼ倍増したほか、愛媛

50.2%増、山口46.0%増な

どが高い伸び率を示した。

増加数では千葉が１万

1198人と際立っている。

検診方式別 住民検診の

受診者は90万785人で前年

度に比べて14万人余の大

幅マイナスだった。受診者

全体の90％を占めるが、

前年度に比べると１ポイン

平成１７年度対がん協会支部のがん検診実施状況下

隔年化で受診者激減
マンモ検診は８割に

乳がん検診



1.7ポイント低下した。

発見率 全体では0.24％

で前年度より0.04ポイント

上昇。最も高かったのがＸ

線＋超音波の0.30％だが、

前年度を0.12ポイント下回

った。次いで視触診＋Ｘ線

がほぼ横ばいの0.28％、視

触診のみ、Ｘ線のみもほぼ

前年度並み。超音波のみ、

視触診＋超音波はいずれも

0.09％で前年度より低下し

た。
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平成１７年度対がん協会支部のがん検診実施状況下

5112人で804人増えた。検

査方法は全支部が超音波を

採用、うち５支部は肝機能

検査を併用している。

がん発見は肝がんが倍増

し、計92人と17人増。発

見率は0.05％で0.01ポイン

ト上昇した。

それぞれ併用している。

精検受診率は前年度より

0.8ポイント下がった。発

見がんは前年度より7人減

ったが、発見率は0.01ポイ

ント上昇した。

肝胆膵腎がん 22支部

で行われ、受診者は21万

甲状腺がん 実施したの

は15支部で、前年度より

１支部増えた。受診者総数

は25万271人で、前年度に

比べ９万6034人のマイナ

ス。２年連続で10万人近

い大幅減が続いている。

１次検診方法は14支部

が乳がん検診と同時に行

い、このうち４支部は子宮

がん検診も同時に行った。

検診の内容は全支部が専門

甲状腺受診は25万人

その他のがん検診

4557人で全体の70％を超

え、発見率も0.27％と前年

度より0.03ポイント上昇し

た。

うち視触診及びマンモグラ

フィ方式の受診者は160万

伴い、17年度から算出方法

が次のように変更された。

受診率＝

（前年度の

受診者数＋

当該年度の

受診者数－

２年連続の

受 診 者

数）÷（当該

年度の対象

者数）×100

乳がんの

厚生労働省が、このほど

公表した平成17年度地域

保健・老人保健事業報告の

概況によると、がん検診の

受診率は、胃がん12.4%、

肺がん22.3%、大腸がん

18.1%、子宮がん18.9%、

乳がん17.6%だった。

前年度に比べ、胃がんと

肺がん以外は上昇した。た

だし、子宮がんと乳がんは、

隔年化を示した「がん検診

実施のための指針」改正に

乳がん検診の受診率は17.6％ 平成17年度の
老健事業報告

医の視触診で、うち２支部

は超音波、１支部はX線を、
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多い。診断・治療が566件

41.3％で最多。次いで不

安・心配198件14.5％、症

状・副作用160件11.7％と

続いている。あらゆる相談

の根底にあるのは、①担当

医と十分に話ができない②

病気などについて調べたく

あり、１つは診察に同席し

なかった家族が不安なた

め、もう１つは同席したが

十分に質問できなかったケ

ースだ。

相談の部位 乳房が最も

多く370件で27.0％、大腸

159件11 .6％、肺153件

11.2％とこの３部位でほぼ

半分を占める。乳がんは検

診の重要性がマスコミなど

で取り上げられることが多

く、検診に絡んだ相談が多

い。また、治療期間が長期

になることが多く、外来で

化学療法が行うことが増え

ているため病院のサポート

が手薄になりがちで不安を

抱えている人が多い。前立

腺がんではＰＳＡ値の変動

を気にする人が多く、根治

を求めて治療法の相談が多

い。

相談内容 電話を受けた

相談員が主な内容と判断し

た項目１つだけを集計して

いるが、実際には複数の問

題が絡み合っていることが

日本対がん協会の電話生

活相談「がんホットライン」

は１年目の2006年度、計

1370件の相談が寄せられ

た。昨年４月18日にスタ

ートして以来183日間にわ

たって相談を行い、１ヶ月

平均では114.2件、１日あ

たりでは7.5件になる。相

談内容は「診断・治療」が

半分近くを占めるが、あら

ゆる相談の根底には「担当

医と十分に話ができない」

「病気などについて調べた

くてもそのすべがない」と

いった情報不足に悩む姿が

浮き彫りになった。

相談者の性別・続柄 女

性が1025人で75％、男性

が342人で25％。相談時間

が平日の午後であることが

一因とみられる。患者本人

が813人、59.3％を占める

が、次いで妻 1 6 0 人で

11.7％、娘126人9.2％、夫

62人4.5％、息子46人3.4％

と続いている。家族からの

相談は大きく分けて２種類

がんホットライン
昨年度は1370件

てもそのすべがない、こと。

とくにインターネットを利

用できない患者にとって情

報の入手先は担当医だけの

場合が多いが、女性や高齢

者は関係悪化を恐れて質問

できないようだ。

医師の面接相談は163件、電話相談は319件
日本対がん協会は、５月

の母の日にちなみ14日（月）

から18日（金）までの５日

間、「乳がん無料電話相談」

を行う。午前10時から12

時までの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医師や

癌研有明病院の医師と対が

ん協会顧問医。

予約制で８日午前10時

から電話（03－5218－4771）

で先着順に受け付ける。

せる。

一方、対がん協会顧問医

の近江和夫医師による電話

医療相談は昨年度44回行

われ、前年度より８件多い延

べ319件の相談に応じた。

相談部位では、乳房が

75件で最も多く、前年度

の47件から大幅に増加し

た。次いで大腸・直腸35

件（前年度比４件減）、肺

30件（15件減）、卵巣24件

（10件増）、胃22件（６件

減）となっている。

日本対がん協会の面接医

療相談は、2006年度も18回

行われ、延べ163件の相談

に応じた。前年度より1件

少なかった。厚生労働省の

委託事業として1967年から

実施されており癌研有明病

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

回行われている。相談は事

前の予約制。

相談部位では肺がんが最

も多く26件（前年度比2件

増）、次いで乳がんが23件

（6件増）と大幅に増えた。

前年度最多だった大腸・直

腸がんは7件減って18件だ

った。胃がんも6件減の15

件、前立腺がんは17件（1

件減）。子宮体がんは6件

（5件増）、子宮頸がんは3件

（2件増）。このほか増加が

目立ったのは膵臓がんの12

件（5件増）。

対がん協会では今年度か

ら、この面接医療相談を年

間100回近くに大幅拡充さ

母の日乳がん電話相談
5月14日から5日間



12時間コースと24時間コ

ースに分かれ、54組が終

日がんばった。

在ルクセンブルグ日本大使

館の協力で、日本対がん協

会もビデオやパンフレットを

日本のブースに置き、がん

征圧活動をアピールした。

間の開催となった。

昨年同様に屋内施設で行

われたが、国外からの参加

者も多かった。夜９時にス

タート。昨年より100組多

い計294組のチームが、

1700のキャンドルが飾られ

たトラックを歩き続けた。

欧州のルクセンブルグで

３月３、４日の２日間にわ

たってリレー・フォー・ラ

イフが開催され、地元紙な

どの報道によると6000人

が参加する盛り上がりを見

せた。昨年３月に続く２回

目で、今年は初めて24時

２年目リレー・フォー・ライフ開花
欧州ルクセンブルグで6000人参加
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乳がん検診を
すすめる冊子

１夜を歩き通して明るい朝を迎え、晴れ晴れとした表情をみせるリレー・フォー・ライフ

の参加者たち＝３月４日午前、ルクセンブルグで（在ルクセンブルグ日本大使館提供）

乳がんをわかりやすく解

説し、検診を促す冊子をこ

のほど、日本対がん協会が

発行した。「もっと知りた

い乳がん―あなたを守る検

診のすすめ―」（写真）と

題し、東北大学大学院の大

内憲明教授が監修した。Ｂ

６判、29ページの小型で

ハンドバッグにも入れてお

ける。

内容は病気のしくみや検

診方法を始めとして、診断

された時の治療方法や相談

窓口も紹介している。

厚生労働科学研究（がん

臨床研究）推進事業の研究

成果等普及啓発事業として

21万部を作成し、対がん

協会支部やがん診療連携拠

点病院に配布したほか、行

事などで活用する予定だ。

日本のブースではパンフレットとともにテレビが置かれ、

がん征圧ビデオが紹介されていた＝３月４日午前、ルクセ

ンブルグで（在ルクセンブルグ日本大使館提供）

んら４人が講師として来日

した。

２日間の講習でACS側

は、約20年前に始まった

いきさつや歴史、今日の米

国での隆盛を説明しなが

ら、「なによりHOPEが原

動力」であることを強調し

た。

日本側の参加者たちは、

細かい取り決めに戸惑いな

がらもノウハウを身に着け

ようと熱心に取り組んでい

た。

リレー・フォー・ライフ

（RFL）の開催に向けて理

念や準備などを指導するア

メリカ対がん協会（ACS）

の講習会が４月14、15の

両日、東京都内で開かれた。

今秋開催を予定している

関東、関西、東海地区と来

年の開催を検討している東

北、関東３ヵ所のそれぞれ

関係者25人が参加した。

ACSからは、国際RFLト

レーニングマネジャーのア

イリス・ペンダーガストさ

ACS講習会に25人参加
RFL開催予定の関係者



会の偏見など様々な困難が

あるため、周りのサポート

が必要とされている。

この日、行われたトーク

ショーには小児がん経験の

ある大学生も参加し「辛い

経験もあったが、いろんな

人との出会いが支えになっ

た。まず、知ってもらうこ

とがサポートになる」と訴

えた。

「21世紀助成」で
千葉支部にマンモ車
日本対がん協会の平成

18年度「21世紀初頭特別

事業」による３台目のマン

モグラフィ検診車（写真）

が完成し、4月19日に千葉

県支部（ちば県民保健予防

財団）で披露式が行われた。

この検診車は厚生労働省

の補助1500万円、千葉県

「小児がんの子どもたち

の未来のために」をテーマ

にしたゴールドリボンウオ

ーキング2007（がんの子

供を守る会主催）が3月24

日、東京・日比谷公園を主

会場に開催され、1447人

が参加した（写真）。

午前10時過ぎ、内堀通

りに沿った皇居1周5キロと

外堀まで足を延ばした10

キロの２コースに分かれて

スタート。咲き始めた桜を愛

でながら、小児がんへの理

解と支援を訴えて歩いた。

「守る会」によると、現

在も約２万4000人（１万

人あたり９人）が小児がん

と闘っている。治療の進歩

で最近は約７割が治癒する

といわれるようになってき

た。しかし、治療を終えた

あとも、心身への影響や社

1400人以上が参加
ゴールドリボンウオーキング
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検診は９万人。施設も17

年１月に新しくなって乳が

ん検診も充実させており、

今後ますます地域検診に貢

献できる体制が整うことと

なった。

の補助500万円と

本部からの1000万

円の助成を含め総

額4777万5000円

で整備された。本

で開催予定だった「ピンク

リボンウオーク2007」は

荒天のため中止になった。３月25日に東京・お台場

ピンクリボンは中止

部の助成資金は、エイボン・

プロダクツ社からの寄付金。

同県支部のマンモ検診車

はこれで計７台。乳がん検

診の受診者数は17年度で

11万6000人、うちマンモ


