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２面 全国事務局長会議を開催

財団法人 日本対がん協会
〒１００−０００６ 東京都千代田区有楽町２−５−１ 有楽町センタービル（マリオン）１３Ｆ
蕁（０３）
５２１８
−４７７１ http://www.jcancer.jp/

主
な ３面 垣添会長と俵理事長が講演
内 ７面 乳がん乗り越え自分史を出版
容
８面 長野県でよろこびの会総会

がん対策推進基本計画を閣議決定

【基本計画の主な内容】
●重点課題 ①放射線及
び化学療法の推進②治療初
期から緩和ケア③がん登録
の推進

５年以内に受診率50％以上

①75歳未満の年齢調整死
亡率の20％減少②がん患

死亡率20％減が目標

●全体目標（10年以内）

「がんを知り、がんと向
き合い、がんに負けること
のない社会」の実現を目指

学療法の推進と専門医の育
成、治療の初期段階からの
緩和ケア実施とがん登録推

50％以上にするよう数値
目標として明記された。
放射線及び外来化学療法

者及び家族の苦痛軽減並び
に療養生活向上

すがん対策推進基本計画が
６月15日、閣議決定され
た。４月から施行されたが
ん対策基本法に基づき、今
後５年間を対象にがん対策
の基本的方向を定め、都道

進の３つをあげた。
分野別施策及びその成果
や達成度を計るための主な
個別目標として７項目が示
された。この中では、がん
の早期発見のため、がん検

を全ての拠点病院で５年以
内に実施することや全ての
がん診療医師に10年以内
に緩和ケアの基本的知識を
習得させる。がん予防では
３年以内で喫煙対策に力を

化学療法の推進と従事者育
成など②医療機関の整備③
相談支援の充実④院内がん
登録増加⑤未成年者の喫煙
率０％に⑥検診受診率を５

府県の推進計画の基本とも
なる。患者代表も加わった

診の受診率を５年以内に

入れる。

がん対策推進協議会（垣添
忠生会長）が原案をまとめ
た。
計画では、10年以内の
全体目標として、がんによ
る死亡者を、75歳未満の
年齢調整死亡率で20％減

●個別目標 ①放射線や

年以内に50％以上に⑦研
究の推進

昨年､がん死者32万9198人
人口動態
統計概数

死亡率も男女とも上昇

厚生労働省は６月５日、

前年に比べ男は 1 3 8 1 人、

同年の全死亡者は108万

少させることと、すべての

2006年（平成18年）の人
口動態統計概数を発表し

女は1876人の増加だった。
（４〜５面に関連記事）

4488人で、ほぼ前年とか
わらないが、がんによる死

がん患者及び家族の苦痛軽
減と療養生活の質の向上を
掲げている。
重点的に取り組むべき課
題としては、放射線及び化

た。がん（悪性新生物）に
よる死亡者の総数は32万
9198人で、前年に比べ3257
人増えた。内訳は男19万
7984人、女13万1214人。

人口10万人に対する死
亡率は260.9（前年258.3）
で、男321.6（同319.1）
、女
203.2（同200.3）と、いずれ
も前年に比べ増えている。

亡者はそのうちの30.4%を
占め、死因２位の心疾患
17万2875人、３位脳血管
疾患の12万8203人に比べ
依然として突出している。

4月から事務所を移転しました
日本対がん協会は４月１日から事務所を下記の通
り東京・有楽町のマリオン13階に移転しました。電
話やＦＡＸ番号も変わりました。
新住所：〒100−0006東京都千代田区有楽町2−5−1
有楽町センタービル
（マリオン）
13階

電話：03−5218−4771 FAX：03−5222−6700

がんホットライン：03−5218−4776
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公益法人認定問題など論議
事務局長
会
議

公益法人の認定へ
３団体連名で要望

がん検診の公益性強調へ

日本対がん協会の平成
19年度全国事務局長会議
は６月14日、東京・麹町
の全国都市会館で開かれ
た。

各支部からは、
「税制が
悪化するのが心配。軽減措
置が維持されるよう取り組
んで欲しい」
「収益事業が
50％以上だと認定されな

見や要望が相次いだ。
これに対し本部の関戸衛
事務局長は「最近は営利法
人と競合するものであって
も公益性があれば認定され

日本対がん協会と結核予
防会、予防医学事業中央会
は６月18日、東京・虎ノ
門の公益法人認定等委員会
事務局を訪れ、来年12月

まず、国立がんセンター
の垣添忠生名誉総長が「こ
れからの日本対がん協会」
、
続いてＮＰＯ法人がん患者
団体支援機構の俵萠子理事

い恐れがあるのでは」
「公
益認定会議で医療行為につ
いては、公益性を認める方
向と聞いている」などの意

るという方向ではないか。

の公益法人の制度改革へ向

がんの住民検診が公益でな
ければ、何が公益だと主張

けて、３団体の本部支部と
も公益認定を受けられるよ

していきたい」と述べた。

う、連名による要望書を提
出した。

長 池田泰三（県のいち動
物公園協会理事長）▽退任
山闢淳一（事務局長）
大分 副支部長 阿南仁
県福祉保健部長▽退任 大

日本対がん協会の関戸衛
事務局長、結核予防会の金
子洋専務理事、予防医学事
業中央会の山内邦昭事務局
長が要望書を持参、同認定

津留源（副支部長）

委事務局の佐伯修司参事官
に手渡した。
各団体はそれぞれの事業
や活動内容を説明、公益認
定の重要性を訴えた。佐伯
参事官はメモをとりながら

長が「対がん協会に望むこ
と」とそれぞれ題して講演
した。
このあと本部側から、今
年度の事業計画、50周年

日本対がん協会の千葉県
支部（ちば県民保健予防財

検討委員会報告、受診率向
上委員会、商工会議所との
提携事業、支部扱い寄付、
日自振補助申請、がん総合
相談、全国大会の概要、公
益認定に関する要望、など

団）事務局長に総務部長の
藤田智恵子氏が4月１日付
で、高知県支部（高知県総
合保健協会）事務局長に県
のいち動物公園協会理事長
の池田泰三氏が５月29日付

について説明があった。
質疑では公益法人認定問
題に論議が集中した。本部
側が、本部だけではなく支
部も公益認定が受けられる

で、それぞれ就任した。
千葉 副支部長 小川雅
司 県健康福祉部長▽専務
理事 北村惠美子（県教育
次長）▽事務局長 藤田智

ように、近く結核予防会、
予防医学事業中央会と３団
体連名で公益認定等委員会
に要望書を提出することを
説明した。

恵子（総務部長）▽退任
山口忠則（副支部長）
、平
山勝雄（専務理事）
、石井

千葉と高知の支部
事務局長が交代

義之（事務局長）
高知 常務理事兼事務局

常務理事に岡本氏
日本対がん協会の平成
19年度理事会と評議員会

対がん
協 会

日本生命社長）が新たに選
任された。

が６月５日、東京・港区の
新任は同日付で詳細は次
の通り（敬称略）
。
ホテルで開かれ、18年度
の事業報告と決算、19年 【新任】常務理事 岡本圀
度の補正予算を承認した。 衛（生命保険協会次期会
続いて役員改選を行い、常
長・日本生命社長）▽理事
務理事の斎藤勝利氏（生命
保険協会会長・第一生命社
長）が退任し、岡本圀衛氏
（生命保険協会次期会長・

奥正之（全国銀行協会会

新 事 務 局 長
千葉 藤田 智恵子（ふじ
た・ちえ
こ）氏
診療部参
事、総務
部長を歴
任。60歳。
高知

池田

泰三（いけ
だ・ひろ
み）氏
県のいち
動物公園

協会理事
長を歴任。60歳。
員 中島俊明（朝日新聞社
グループ戦略本部長）
、後
藤尚雄（朝日新聞社事業本
部長）
【退任】常務理事 斎藤勝
利（生命保険協会会長・第
一生命社長）
、市川平三郎
（国立がんセンター名誉院
長）▽理事 畔柳信雄（全
国銀行協会会長・三菱東京

UFJ銀行頭取）
、平岩外四
長・三井住友銀行頭取）、 （東京電力顧問）、市川博
三船剛由（日本対がん協会 （前日本対がん協会事務局
事務局マネジャー）▽評議
次長）▽評議員 久保田泉

終始熱心に耳を傾けた。山
間部及び島部の検診の実
態、民間業者との競合問題
などについては質問を挟み
ながら聞いていた。
また、本部支部の認定が
国と地方に分かれる点につ
いては、各県と連絡を取り
ながら齟齬のないよう対応
したいと述べた。
（朝日新聞社社長付）
、清田
治史
（朝日新聞社事業担当）
岡本 圀衛（おかもと・
くにえ）氏 東京大法学部
卒。日本生命保険相互会社
常務、専務を経て社長。19
年７月20日に生命保険協
会会長に就任予定。62歳。
日本対がん協会人事（７
月１日付）マネジャー（広
報・検診・国際担当）大塚
隆（デジタル・キャスト・
インターナショナル経営企
画局長）
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住民検診としておこなわ
れているがん検診の受診率
は平均で17%と低い状態で
す。この受診率の計算もあ

全国事務局長会議で行われた国立がんセンターの垣添
忠生名誉総長とＮＰＯ法人がん患者団体支援機構の俵萠

ムがないのを痛感します。
地域格差も大きいので、日
本対がん協会も地元の患者
会を調べて提携や話し合い

いまいで、個人の人間ドッ

子理事長が行った講演の要旨は次の通り。
（文責・編集部）

をして欲しい。

クなど実態がわかっていま
せん。この住民検診の対象

裏付けられた対策がとれる

がん検診について思うの

がん情報もインターネッ
トなどで、かなり多く提供

となっているがんで年に
16万人が亡くなっていま

段階にやっときました。と
くに国民の責務として喫煙

は強制力がないため、がん
のことをわかっていないと

されるようになってきまし
たが、患者のなかにはパソ

す。がん対策の観点から検
診に思い切って取り組むこ
とが必要です。
がん検診の条件は、罹患
率、死亡率の高いもの、検

対策や検診が明記されたこ
とは大きいと思います。患
者家族が初めて参加した協
議会で基本計画案ができ、
もうすぐ閣議決定されま

一般の人は受けに行かな
い。仕事が忙しいと検診を
サボるし、自覚症状ないの
になぜ受けなきゃいけない
のかと思う。がんについて

コンのできない人も多い。
できないのが悪いと置いて
けぼりにしてはいけない。
こうした情報や医療の格差
解消に対がん協会と患者団

診方法が確立しているこ

す。

もっと勉強する機会を作る

体は共闘していきたい。

事務局長会議 講演要旨

これからの日本対がん協会
垣
添
忠
生
名
誉
総
長

対がん協会に望むこと

国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー

俵
萠
子
理
事
長

患者や家族の支援
民間の立場で推進

が
ん
患
者
団
体
支
援
機
構

情報提供や相談で
患者団体と提携を

と、治療法があること、検
診の精度が高いもの、など
です。検診の精度管理では
受診者の管理がしっかりし
ていることですが、法的拘

日本対がん協会も来年
50周年を迎えるにあたっ
てアクションプランをまと
め、がん相談の充実を図っ
ています。医療相談では、

ことが必要です。また、が
また、患者会が一番困っ
んは怖いという気持ちがあ
ているのは活動のための
る。受けても治らないし、 「お金がない」ことです。
どうせなら最後の土壇場で
意見を集約するのに事務所
知った方がいいという人も
がないので悩んでいます。

束力がないので情報公開し
ていくことが必要です。
検診のこれからの課題
は、リスク別の実施や有効
なマーカーの開発、新しい
技術、検診間隔の確立など

私も担当していますが、25
分間の面談でも大変、喜ん
でいただいています。
これからの対がん協会と
しては、厚生労働省、国立
がんセンターと連携しなが

います。
楽しくないことはなるべ
くやりたくないという意識
があるので、楽しみをセッ
トにして、検診をすること
があってもいいのではない

私のがん患者団体支援機構
もがん相談を始めました
が、大学の教室を開放して
もらってどうにか運営して
いる状態です。対がん協会
の相談とお互いに提携、助

です。医療費の視点では、
例えば乳がんの場合、非浸
潤状態なら60万円、浸潤
状態なら340万円と大きな
開きがある。検診で早く見

ら、民間の立場でできるが
ん対策、とくに患者・家族
の支援をやっていくことが
重要です。財政基盤をしっ
かりすること、検診制度の

でしょうか。ただスローガ
ンだけで受診を押し進める
のではなく、こうした心の
ひだに分け入って対策を考
えて欲しい。

け合いをしていただければ
と願っています。
これからは在宅医療や緩
和ケアの充実が必要になり
ますが、今年８月に広島で

つけて介入すれば大きな意

抜本的見直し、情報発信の

患者会をしていると患者

開催される第３回患者大集

味があるわけです。
がん対策基本法が4月に
施行されましたが、法律に

強化や人材育成、国際協力
の推進などに取り組んでい
く予定です。

の声を聞く機会が多いが、
様々な願いや思いがあるの
に政策に取り上げるシステ

会では、この問題をテーマ
にしますので、ぜひ参加し
て下さい。
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肺がん死は1000人以上増加

2007年7月1日

2006年の
人口動態統計
厚生労働省が６月５日に
発表した2006年（平成18
年）の人口動態統計概数に
よると、がんの部位別で死
亡者が最も多かったのは、
肺がんだった。男４万
5927人、女１万7307人、
計６万3234人で、前年に
比べ男738人、女433人、
計1171人増えている。増
加数は減少したものの、
1000人以上増加したのは
肺がんだけ。増加率は
1.89％だが、男の1.63％に
比べ女は2.57％と高い伸び
を示している。人口10万
人対の死亡率も5 0 を超え
た。
次いで胃がんが男３万
2732人、女１万7670人の
計５万0402人。前年05年
はマイナスに転じたが、わ
ずかばかりながら再び増加
した。
３位は大腸がんで、男２
万2380人、女１万8653人
の計４万1033人で前年比
0.5％、203人の増加。女は
31人減ったが、依然とし
て女のがんでは第１位。
増加率が最も高かったの
は乳がんで 、 4 6 4 人、
4.3％増えて１万1272人。
女だけでも454人増で、増
（５面へ続く）

2007年7月1日

対 が ん 協 会 報

（第三種郵便物認可）

（5）

加数は前年の倍以上だった。
男の前立腺がんも2.81％
増と依然、高い伸びで、
260人増の9525人となり、
じわじわと１万人に近づい
ている。
一方、大きく減少したの
は、肝がんで608人、1.8％
減の３万3660人。２年連
続の減少で、死亡率も26
台まで下がった。

死亡率300超
11県に増加
がんによる死亡率（人口
10万人対）が300を超えた
県は、前年より１県多い11
県だった。秋田が342.7で
前年に続きワースト１位だ
ったほか、以下②島根
333.3③和歌山 319.7④山
形 319.4⑤山口 318.0⑥青
森 313.9⑦高知 312.8⑧佐
賀 305.9⑨鳥取 305.2⑩長
崎 305.1⑪新潟 302.1とな
っている。
部位別では、次の通りに
なっている。
胃＝①秋田 65.0②山形
5 9 . 9 ③富山 5 3 . 5 ④新潟
52.5⑤香川 49.2
大腸＝①秋田 46.5②青
森 45.2③島根 44.4④新潟
39.7⑤岩手39.4
肺＝①和歌山 65.5②山
形 63.5③長崎 61.7④北海
道 61.3⑤秋田 60.4
乳房（女だけ）＝①青森
2 1 . 6 ②愛媛 2 1 . 6 ③長崎
2 0 . 2 ④東京 1 9 . 5 ⑤大分
19.1
子宮＝①熊本 12.4②大
分 10.6③山口 10.5④愛媛
10.4⑤和歌山 10.4
前立腺＝①島根 26.1②
岩手 23.3③熊本 22.1④福

「大腸」＝結腸のがん、直

「胆」＝胆のう及びその他

率は厚生労働省発表の数字

島 21.6⑤鹿児島 21.6
◇
文中と表中のがん部位の
正式な名称は次のとおり。

腸Ｓ状結腸移行部及び直腸
のがんの合計。
「肝」＝肝及び肝内胆管の
がん。

の胆道のがん。
「肺」＝気管、気管支及び
肺のがん。
文中と表の死亡数と死亡

に基づいているが、表は対
がん協会が一部を改変して
作成した。2005年以前は
確定数。
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乳腺医療に広い視野
乳房＝癌研有明病院
大分大学医学部附属病院

末廣

2007年7月1日

患者にベストを尽す
消化器＝癌研有明病院

修治

大和徳洲会病院

文園

豊

私は2006年４月から日
本対がん協会奨学医とし
て、
癌研究会有明病院
（以下
癌研）乳腺科で乳腺医療の
最前線を２年間の予定で研

ていこう、という熱い思い
が伝わってきました。
また、３ヶ月間だけです
が放射線治療科のレジデン
トを経験したおかげで、外

この度、私は日本対がん
協会の奨学医として癌研究
会有明病院の内視鏡センタ
ーで一年間研修させていた
だくことができました。

修させていただいています。

科とは異なった観点から乳

私はふだん総合病院の一

は病理の先生が顕微鏡でひ

癌研の乳腺科は年間１千
例を超える日本一の症例数

腺医療全体を見渡すことが
出来、現在から未来にかけ

般外科医として交通事故か
ら癌まで様々な患者さんと

とつずつ観察して初めて最
終的な診断がつきます。そ

を誇り、その著名度から日
本全国から優れた治療を求

て、より有効な治療、患者
さんに求められる治療など

接しています。それが市中
病院のやりがいのあるとこ

の中でも発見が困難であっ
たもの、治療方針の決定が

めて患者さんが集まる病院
です。皆さんご存知のよう
に、乳腺治療は外科、化学
療法科、放射線治療科、病
理学の密な連携を必要とす

を確認することが出来まし
た。ちょっと大げさな言い
方ですが、癌研に来たこと
で、これまでとまったく異
なる視界が開け、以前より

ろですが、ひとつの臓器に
集中して診療にあたること
はなかなかありません。ま
た外科が治療にあたる患者
さんの中には内視鏡検査で

難しいものは内科医、外科
医、病理医も交えたカンフ
ァレンスで細かく話し合わ
れます。
そしてそれぞれの立場か

る疾患が多く、治療方針の
決定、確認にも多大な労力
を必要とします。週７回の
カンファレンスやクリニカ
ルパスの使用、電子カルテ
による患者情報の共有など
を活用することで、業務の
煩雑さを大いに軽減するこ
とが可能となっています。
日常診療においては部長
の岩瀬先生をはじめ、それ
ぞれの分野において非常に
こだわりを持っており、常
に新しい方法、最も患者に
とって有益な方法を模索し
ています。医局長の蒔田先
生の考案された、従来の超
音波検査やマンモグラフィ
ーでは病変の確認が困難な
非浸潤癌に対するCT
segmentectomyなどはそ
の好例といえるでしょう。
カンファレンスでの驚きの
一つに医師、看護師以外の
検査技師、薬剤師の皆さん
の積極的な参加、発言があ
ります。患者さんのために
自分たちに出来るベストを
尽くす、そのために必要な
ことを日々リサーチし、そ
れぞれの技術に磨きをかけ

2006年度

奨学医レポート

患者さんの処置を見学させ
ていただいたときは、先生
がたの早く的確なテクニッ
クにただ驚くばかりでした。
内視鏡で採取された病変

ら患者さんにとって一番い
い方法がどういうものかを
決定してゆくのですが、そ
の課程を目のあたりにする
ことも大きな刺激になりま
した。患者さんの目にふれ

上の次元で物事を考えられ
るようになりました。山の
頂上から周囲を見渡したよ
うな広い視野で物事を見る
ことで、これまで想像もし

進行癌を発見され手術にな
ることも多く、癌の早期発
見の重要性については日頃
から実感していました。そ
のような時、機会あって癌

が、これだけ時間をかけて
方針が決定されていること
を知ったら患者さんもさぞ
心強く感じるだろう、と思

なかった世界を垣間見るこ
とが出来、この最高の経験
は今後の私の人生に大きな
糧となることは間違いあり

研究会有明病院で大腸内視
鏡の研修を受けさせていた
だくこととなったのです。
癌を専門的に扱う病院で
あるだけに設備は最先端の

うほどでした。そして技術
的なことはもちろん患者さ
んにベストを尽すといった
臨床医としての基本的な姿
勢についてもこの一年で再

ものが揃っており、贅沢と
言えるほどの大変恵まれた

確認できました。
私の奨学医としての一年
間は終わりますが、今回の
経験を十分に生かしたうえ
で癌の早期発見・治療にさ

ません。
癌研での残された１年間
で出来うる限りの知識と経
験を蓄え、所属先である大
分に帰ってから癌研魂を広
められるよう、日々の研修
をすごすつもりです。

環境で研修を受けることが
できました。指導の先生が
たは名の知れた先生も多い
本当のプロ集団で、アドバ

末筆になりましたが、こ
のように充実した修練の機
会を与えてくださった対が
ん協会の皆様方、ならびに
多忙な毎日の診療業務の

イスにはひとつひとつに経
験に裏打ちされた重みがあ
りました。また癌研究会有
明病院には他の病院で内視
鏡が困難だった患者さん

中、指導に時間を割いてく
ださった癌研究会付属病院

や、一般病院ではできない
早期癌の内視鏡治療を目的

の諸先生方、技師の皆様に
は厚く御礼申し上げます。

とした患者さんも多く紹介
されてきます。このような

ることはない舞台裏です

らにお役に立てるよう癌研
究会有明病院で引き続き内
視鏡の研鑽を積んでゆくこ
とになっています。最後に
このような機会を与えて下
さった日本対がん協会そし
て癌研究会有明病院のみな
さまに深く感謝の意を表し
たいと思います。本当にあ
りがとうございました。

2007年7月1日
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乳がんを克服、輝いて生きる
栃木県の藤田さん

自分史を出版

（7）

手術後２年目から始めた山
登り。
「これからは日本百
名山へも挑戦」と藤田さ
ん＝茨城・男体山で

12年前に乳がんの手術
を受け、再発の不安をかか
えながらも明るく生き抜い
てきた女性が体験をつづっ
た本を出版した。栃木県那
珂川町の藤田カツ子さん
（61）
。
「
『生きて 輝いて』
−
修羅の道10年」
（Ａ５判、
309ページ）と題し、手術
からあとの生活ぶりを克明

趣味に積極的に取り組んで

に記している。
藤田さんは中学校の英語
教師だった 1 9 9 5 年６月、
満49歳の節目検診で異常
が見つかった。手術、治療

きた。それを支えているの
は、常に「輝いて生きてい
たい」という前向きな姿勢
だ。治療中も医師に理解で
きるまで病状を尋ね、不安

は順調だったものの、その
後も子宮筋腫や乳房再建手
術を受けるなど闘病生活が
続いた。
しかし、教職の仕事を続
けながら、
登山や海外旅行、

や疑問を解消させていった。
出版の目的を藤田さんは
医師や看護師はもちろ 「がんと共に生きてきたこ
ん、家族や友人、職場の上
の10年間のいろいろな体
司や同僚、患者仲間など多
験や思いを語ることによっ
くの人の支えが生きる力に
て、同じ病で苦しまれてい
つながっていることを強調
る、不安に思われている多

2 9 0 円）。購入申込みは、
はがき、またはファクスに
住所（郵便番号も）
、氏名、
希望冊数を記入の上、下記
のあて先へ。〒324-0611
栃木県那須郡那珂川町小砂

テニス、茶道、写真、菜園

している。
「自分史を作ってみたい」

849 藤田さん宅（FAX
0287-93-0841）
。

作りなど多彩なレジャーや

今年もチャリティ女子ゴルフ
７月19〜22日に習志野ＣＣで

と執筆し始めただけに、そ
の時々の状況を、気持ちも
含めてありのままに語って
いる。

くの方々に、『夢や希望』
を、また『生きる力』を感

じていただけたら」として
いる。
本の頒価は1890円（税
込み、このほかに送料１冊

がんの患者会
162団体紹介

賞金や入場料の一部をチ
ャリティ基金として日本対
がん協会のほほえみ基金な
どに寄付する女子プロゴル

貢献やチャリティ活動を行
うことを目的に設立された

がん患者の情報収集など
をサポートする「いいなス
テーション」編の「がん！

団体。今年も「働く女性を
サポートすることをメイン

患者会と相談窓口 全ガイ
ド」（三省堂、Ａ５判280

フ大会が、７月19日から
22日まで千葉県・習志野

テーマに」健康・育児支援
を目的としている。
日本対がん協会も千葉県
支部の協力を得て、大会期
間中に会場にがんに関する
展示スペースを開く。

ページ、税別1600円＝写
真）が、このほど出版され
た。「仲間をみつけよう」
として患者会162団体を部
位別に紹介しているほか、
インターネットの患者交流

言われたら」の章を設け、
情報の調べ方や各種相談窓

サイト約50も掲載してい

ー一覧もある。大きな字で
お年寄りにも読みやすい。

カントリークラブで開催さ
れる。昨年から始まった
「第２回クラシエ フィラ
ンソロピーＬＰＧＡプレイ
ヤーズチャンピオンシッ
プ」大会で、関連イベント
の収益金も全額がチャリテ
ィ基金になる。昨年の大会
では、ほほえみ基金に900

がんサポート研究
利用参加者を募集

る。また、冒頭に「がんと

がん患者や家族の支援に
ついて研究を続けている

んサポート・ルーム」
の利用

万円が寄付された。
主催のＮＰＯ法人スポー

「がんサポート研究会」
（代
表・守田美奈子日本赤十字

ツフィランソロピー協会
は、スポーツを通じて社会

看護大教授）
は、
さまざまな
プログラムを提供する「が

参加者を募集している。こ
のプログラムはセミナーや
カフェ、ヨガやマッサージ
などを来年３月まで毎月の
ように開催する。参加者は

口を案内している。
患者団体の由来や目的の
ほか相談体制も明記、がん
拠点病院の相談支援センタ

体験したプログラムについ
てアンケートなどに回答す
る。申込・問い合わせは
FAX03-3409-0589かメー
ルC.Support@redcross.
ac.jpで研究会へ。
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受動喫煙防止を考える
世界禁煙デー記念シンポ

よろこびの会
長野県で総会
全国よろこびの会の第25

2007年7月1日

こびの会の前会長・堂上眞
次さんらに表彰状を贈った。
特別講演は、聖路加国際
病院理事長の日野原重明さ
んの「がんを患い、新しい

20回目を迎えた2007年
世界禁煙デーの５月31日、
東京・千代田区の科学技術
館サイエンスホールで記念
シンポジウムが開催され

として、ＪＲやプロ野球の
球場を調査した結果を示し
た。それによると、東海道
新幹線では16両編成のう
ち禁煙車は 1 2 両あるが、

回総会が６月８日、長野県
上高井郡小布施町の北斎ホ
ールで開催された。
10道府
県から約180人が参加した。
総会では石川司之（いし

あって、長野市などからも
聴衆が詰め掛け、会場は満

た。厚生労働省とたばこと
健康問題ＮＧＯ協議会（日
本対がん協会など参加）な
どの主催で、テーマは「無
煙環境を考える」
。ＷＨＯ

乗降や車内販売などでドア

かわ・もりゆき）
会長が「が
んの生き証人として、これ
からも検診の大事さを訴
え、がん対策の一翼を担っ
ていきたい」とあいさつし

員になった。日野原さんは
明治44年生まれとは思えな
い身のこなしと張りのある
声で、生きることの大切を
語りかけた。

のスローガン「たばこ、煙

は７両しかない、という。
東海道・山陽以外の各新幹
線は、今年３月以降、喫煙
車両を全廃している。在来
線でもＪＲ各社の禁煙化率

た。このあと、山形県支部

懇親会は山ノ内町の湯田
中温泉に会場を移し、地元

のない環境」にのっとり、
効果的な受動喫煙防止対策
を中心として各分野の専門
家が報告や講演をした後、
パネル討論を行った。
最初に厚労省のたばこ対
策専門官、竹尾浩紀氏が
「政府における主なたばこ
対策」を報告した。
講演では、産業医大の大
和浩教授が「わが国の受動
喫煙対策の実態について」

が開放状態になり、喫煙車
からたばこ煙が入り込んで
いる。
このため、
５両で受動
喫煙があり、完全な禁煙車

は伸びている、という。
また、京都府立医大助教
の繁田正子氏は「楽々卒煙
あ・い・う・え・お」
と題し、①
あかるく②いっきに③うご
いて④えんをむすんで⑤お
きあがりこぼしで、タバコ
をやめる方法を説明した。

の前事務局次長・松田信朗
さんに感謝状を、石川よろ

ブルークローバー・
キャンペーン今年も

いのちに生きる」
。知名度
の高い日野原さんの講演と

の芸能などで親睦を深めた。
のミニコンサートやトーク

前立腺がんの早期発見と
治療を訴えるブルークロー
バー・キャンペーンが6月
14日、東京・丸ビルで行わ
れた「父の日スペシャルイ

ショーがあり、勤め帰りの
会社員らに検診の大切さを
呼びかけた。9月から11月
にかけて、シンポジウムや
コンサート、ウオーキング
イベントなど多彩な催しが

ベント」でスタートした。
タケカワユキヒデさん親子

大阪、群馬、東京、埼玉な
どで展開される。

