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８月１日（毎月１日発行）

る。ウォークリレーは午前

10時スタート、11時半終

了で、午後には公園内のあ

いち健康プラザで「希望の

コンサート」が予定されて

いる。問い合わせは愛知県

健康づくり振興事業団、

（052-971-5395）へ。このほ

か、全国各地でがん征圧や

患者支援に向けたさまざま

な催しが計画されている。

支部長会議やシンポジウム

などが開かれる。

大会直後の15、16日に

は兵庫県芦屋市の芦屋市総

合運動競技場で「リレー・

フォー・ライフ ジャパン

2007 IN 芦屋」、また月末

の29、30日には「リレ

ー・フォー・ライフ ジャ

パン2007 IN 東京」が品

川区の船の科学館で開かれ

る。リレー・フォー・ライ

フは昨年国内で、第一回が

開かれたばかりだが、がん

知識の普及や啓発を目指す

だけでなく、一般の人々に

も「がん患者との連帯と勇

気」が実感できる催しとし

て人気を集めている。

さらに愛知県では15日

に大府市のあいち健康の森

公園でがん患者支援事業の

一環として「希望のウォー

クリレー」が予定されてい

「がん征圧月間」の９月、

大分市で14日に全国大会

が開催されるのを手始めに

全国各地でがん征圧に向け

た多彩な催しが計画されて

いる。（２面に関係記事）

今年の大会テーマは「が

ん検診　絶え間なき前進」。

大分市のiichiko総合文化

センターで午前10時に開

会、朝日がん大賞、日本対

がん協会賞、支部永年勤続

職員やがん制圧スローガン

の入選者を表彰する。

大会では垣添忠生・対が

ん協会会長が「これからの

日本対がん協会」と題して

記念講演し、その後大分ア

ピールを発表する。

また、記念イベントとし

て大分市内のホテルで全国

巡回がんセミナーが開催さ

れる。関連行事として大会

前日の13日午後にも全国

イベント続々
がん征圧月間

日本対がん協会は、看護師やソーシャルワーカー
が、がんの不安や生活の悩みの相談に電話で応じる
「がんホットライン」を開設しています。火～金曜
の午後１時から４時。相談時間は20分までで予約は
不要です。（祝日は休み）。このほか、事前の予約制
で、専門医による電話や面接の無料相談も実施中で
す。予約やお問い合わせは月～金の午前10時から午
後５時までに、03－5218－4771へ。

がんホットライン 火～金　午後1時～4時

03－5218－4776

大会は14日に大分で
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対がん協会「リレー・フォ

ー・ライフ」係へ。電話で

の問い合わせは協会内のリ

レー・フォー・ライフ事務

局（03-5218-4771）へ（10

～12時、13～17時）。問い

合わせのみ。イベントなど

最新情報は日本対がん協会

の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.jcancer.jp）

に随時掲載される。

「東京」会場はＪＲ新橋駅

から新交通ゆりかもめで船

の科学館駅またはりんかい

線東京テレポート駅下車。

さらに、今年で３回目を

迎えるがん患者大集会が８

月26日午後１時から５時

半まで広島市の広島国際会

議場で開かれる。主催はＮ

ＰＯ法人がん患者団体支援

機構＆第３回がん患者大集

会実行委員会。事務局は〒

722-0022 広島県尾道市栗

原町5901-1 浜中皮ふ科ク

リニック（0848-24-2413）。

ドルナイトランニングも計

画されている。

「東京」は29日午前10時

にスタート、垣添忠生・対

がん協会長の主催者あいさ

つの後、正午からはサバイ

バーラップウォークがスタ

ートし、その後一般の参加

者がリレーウォークとして

引き継ぐ。リレーウォーク

は翌30日の正午まで続け

られる。東京でもがんを克

服した人たちによるサバイ

バーズサミットやトークシ

ョーなど多彩なイベントが

予定されている。

「芦屋」は参加料として

3000円（18歳未満無料）、

キャンドルランにはエント

リー料込みで4000円が必

要になるが、運営に要する

実費以外はすべて対がん協

会のがん患者支援活動に寄

付される。

「芦屋」は８月24日（金）

までにインターネット

（receptionist@rfl-jp.net）

またはファックス（050-3743-

茨城県つくば市で昨年、

国内での第一回が開催さ

れ、がん患者とその家族、

一般市民らが交流できる、

がん患者支援チャリティイ

ベントとして大好評を博し

た「リレー・フォー・ライ

フ・ジャパン」（RELAY

FOR LIFE JAPAN）が

今年は東京と関西でそれぞ

れ初の24時間継続イベン

トとして開催される。

全国大会直後の９月15

（土）、16日（日）には兵庫

県芦屋市総合公園陸上競技

場で、対がん協会と関西実

行委員会が主催する「リレ

ー・フォー・ライフ・ジャ

パン IN 芦屋」が予定され

ている。また、その２週間

後の９月29（土）、30日

（日）には「IN 東京」が

東京都品川区東八潮の船の

科学館を舞台に、協会と東

京実行委員会の主催で開催

される。

「芦屋」のスタートは９月

15日午後１時。オープニ

ングパフォーマンスの後、

午後１時半からはステージ

やフィールドで多彩なイベ

ントが実施される。それと

同時にがん患者やがんを克

服したサバイバーが最初の

１周をスタートし、参加者

が次々に引き継ぐリレーウ

ォークが翌日の正午まで続

く。夜に入ってがんで亡く

なった人やがんと闘ってい

る人たちへの思いをキャン

ドルに託すルミナリエも予

定されている。午後９時か

らは夜空とキャンドルを眺

めて走る12時間のキャン
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0285）、郵送では〒553-

0006大阪市福島区吉野４

丁目29－20「大阪ＮＰＯ

プラザ気付リレー・フォ

ー・ライフ関西実行委員

会」へ申し込む。問い合わ

せは同実行委員会09 0 -

7265-1708（10～17時）電

子メールの問い合わせは

（secretariat@rfl-jp.net）。

公式ホームページの

（http://rfl-jp.net/hp/ashiya

/2007/）に最新情報が掲

載される。

芦屋会場へは阪神電鉄芦

屋駅下車、芦屋川沿いの遊

歩道を歩いて約25分。

東京では参加費無料だ

が、参加チームや個人から

の寄付金を募っており、こ

ちらも全額が対がん協会を

通じ、がん患者支援活動に

寄付される。参加には申し

込みが必要で、インターネ

ットはRFL2007@jcancer.

jp、ファックスでの申し

込みは03-5222-6700、郵送

では〒100-0006東京都千

リレー・フォー・ライフ拡大
9月15、16日に芦屋市で

29、30日にも東京・品川区で

昨年、茨城県つくば市で第

一回が開かれたリレー・フ

ォー・ライフ・ジャパン

2006のリレーウォーク。

今年は東西とも初の24時

間ウォークに挑戦する。
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愛媛支部長に久野氏

査部疫学課長は、低線量Ｃ

Ｔ検診は早期発見例が多い

が、対策型検診に導入する

には、受診者に研究的な検

診であることを告知して追

跡調査の同意を得ること

や、有効性評価のため小規

模ランダム化比較試験など

を足がかりに様々な研究の

必要性を強調した。

日本対がん協会、結核予

防会、予防医学事業中央会

は７月４日、東京都新宿区

の中央会会議室で19年度

の第１回連絡協議会を開い

た。今年度の事業計画や行

事予定について説明したあ

と、公益法人改革や特定健

診について意見交換した。

公益法人改革では、夏以

降なるべく早い時期に、内

閣府の公益法人認定等委員

会の参事官と公益法人協会

のコンサルタントを講師と

する３団体合同の勉強会を

開催することで一致した。

公益認定についての基本的

な考え方、認定申請に向け

ての具体的な手続きの進め

方などをテーマに10月15、

16日の２日間の都内で開

催する予定。

が出た。

また、検診が罹患率、死

亡率減少と医療費削減に効

果があるということを、政

策決定に影響力を持つ議会

関係者に粘り強く働きかけ

ていくことが重要との指摘

があった。

特定健診・特定指導につ

いては、スタッフの体制、

システムへの対応、料金の

問題が熱心に議論された

が、現段階では各支部とも

手探りの状態で、明確な結

論は出なかった。

民総合保健センター（日本

対がん協会鹿児島県支部）

の瀬戸山史郎副理事長は、

質の高い検診実現のため生

活習慣病検診指導協議会で

審査し、適確な検診機関の

情報を市町村に提供する、

などの改善策を示した。

厚生労働省の第16回が

ん検診に関する検討会（座

長・垣添忠生国立がんセン

ター名誉総長）は６月26日、

東京都内で開かれ、肺がん

検診について論議した。

昨秋、「有効性評価に基

づく肺がん検診ガイドライ

ン」をまとめた研究班の祖

父江友孝・国立がんセンタ

ーがん対策情報センターが

ん情報・統計部長が、推奨す

る検診方法として非高危険

群に対する胸部Ｘ線検査、

及び高危険群に対する胸部

Ｘ線検査と喀痰細胞診併用

法をあげ、低線量ＣＴ死亡

率減少効果の証拠が不十分

なため対策型検診としては

推奨されないと説明した。

これに対し国立がんセン

ター中央病院の金子昌弘・

内視鏡部長と大阪府立成人

病センターの中山富雄・調

検診検討委も

年以内に50％達成という

目標が示されたが、実現の

ための方法や手段、道筋は

不透明なままだ。このため、

「掛け声だけで、財源措置

がないのでは、絵に描いた

餅になる」という不安があ

り、今後、都道府県で推進

計画が策定される中で、具

体的な方法論を明記するよ

う求めていくべきとの意見

九州・沖縄ブロック会議

は７月19日、熊本市内で開

かれた。今年度最初のブロ

ック会議だったが、討議は

受診率向上への取り組みと

特定健診・特定指導に集中

し、この問題が支部の重要

課題となっていることを改

めて示した。

受診率向上については、

がん対策推進基本計画で５

全国の自治体を調査した

東北大学大学院歯学研究科

国際歯科保健学分野の小坂

健教授は、検診対象者数を

制限している市が多く、対

象者の算定方法も自治体に

より大きく異なっているこ

とから、算定や受診率につ

いて、市町村が持っている

データで簡単にできる統一

的な方法を作る必要性を示

した。

愛知県半田保健所の澁谷

いずみ所長は、自治体のが

ん検診事業について、成績

公表が不十分な地域に対し

改善計画提出を促したり特

別事業実施などを提案した。

行政の立場から鹿児島県

保健福祉部の大坪充寛・健

康増進課長と富山県滑川市

市民健康センターの石原和

子所長は、「鹿児島県の受

診率は低迷しているが、予

算規模からは目いっぱいの

状況」「検診対象者の捉え

方が法律で明記されていな

い」などの問題を提起した。

最後に検診機関の鹿児島県

がん検診の受診率向上に

向けた取組や精度管理・事

業評価を幅広く実施する方

策を検討する厚生労働省の

「がん検診事業の評価に関

する委員会（座長・垣添忠

生国立がんセンター名誉総

長）が６月26日、東京都内

で第１回会合を開いた。

４年前に設置されたがん

検診に関する検討会が主に

各種集団検診について専門

的な観点からの検討や見直

しを行っているのに対し、

同委員会は自治体や検診機

関など検診現場に関わる担

当者が参加している。

初会合では、がん検診の

現状説明のあと、委員ら６

人によるプレゼンテーショ

ンが行われた。事業評価の

現状を説明した国立がんセ

ンターがん予防・検診研究

センターの斎藤博・検診技

術開発部長は「市町村の事

業評価指標をただ集めるだ

けでなく、分析・評価して

還元すること」を課題に挙

げた。

検診事業評価委が初会合
精度管理などで議論

3団体が意見を交換

九州・沖縄ブロック会議
受診率向上に議論集中 日本対がん協会愛媛県支

部（愛媛県総合保健協会）

の新支部長に久野梧郎氏が

６月28日付で就任した。

愛媛 支部長　久野梧郎

▽退任　山内昜雅

愛媛　久野　梧郎（ひさ

の・ごろ

う ） 氏

県医師会

長。63歳。

新 支 部 長
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乳癌学会学術総会賞には兵

庫県尼崎市の英語講師宮本

尚美さん（41）、対がん協

会賞に愛知県岡崎市の主婦

やまねゆかりさん（43）、

特別賞（岸本葉子賞）に兵

庫県西宮市の主婦平野貴子

日本乳癌学会と朝日新聞

社が主催する「乳がんと向

き合って」体験記コンクー

ルの審査結果がまとまり、

６月30日に横浜市で開か

れた同学会学術総会で受賞

者の表彰式が行われた。

私は、乳房を一つ失った。

しかし、代りに心の自由と

いう、すばらしいものを得

た。数年後には死ぬかも知

れない。でも、百才まで生

きるかも知れない。

残りの人生がどれくらい

かなど、誰にもわからない

はずである。誰にでも訪れ

る死というものを、誰もが、

あいまいなものにして、時

をやりすごしていないだろ

うか。乳癌をきっかけに、

私は、人生には限りがある

のだ、という、当たり前の

事に気付いた。そして、不

本意な生き方と訣別して、

今充実している。ポックリ

逝きたいと、誰しも願う事

ではあるが、死を実感して、

人生ひきしまる、という意

味で、癌も悪くない。

もうすぐ44才。いつか

私に死がおとずれるまで、

第二の人生を、はつらつと、

生きてゆこうと思う。

さん（46）、朝日新聞社賞

に埼玉県上尾市の学生高橋

愛子さん（21）が選ばれた。

対がん協会賞を受賞した

「乳房を失って得たもの」

の全文を紹介する。

簡単に、変われるものでは

なかった。

「人間、死ぬ気になれば、

何でもできる」と人は言う。

しかし、そう言われても、

なかなか死ぬ気になど、な

れないものである。

ところがある日、乳癌と

診断された。いきなり、死

というものが、身近なもの

として感じられた。その瞬

間、乳癌様が、否が応にも

私を死ぬ気にさせ、42才

まで、私の心をとじこめて

いた固い殼を、見事、打ち

砕いて下さったのだ。

まさに、開き直りである。

こんな風に、ウジウジし

たまま死ぬのは嫌だ！

今まで悶々としていた事

が、急にバカバカしく思え、

心がパーッと解放されてゆ

くのを感じた。

夫の両親との事も、死ぬ

気になれば、他愛もない事

だ。こちらが明るく接して

みれば、元々気さくな人達

だったのだろう。すっかり

仲良しになった。夫の両親

だけではない。不思議と、

だれに対しても、自分の意

見を、堂々と言えるように

なった。

私には、小学三年と一年

の息子がいる。わんぱくな

男の子二人が、毎日大さわ

ぎ。正直、子育てはストレ

スだと思う時が多かった。

しかし、いざ癌になって

みると、時間がないという

気持ちからか、急に子供達

が、いとおしく思えるでは

ないか。小学一年の次男な

どは、今、私が死んだら、

母親の思い出なんて、いく

らもないであろう。

そう思うと切なくなっ

た。

死を身近に感じている

と、子供達と、できるだけ

濃厚に接しよう、という姿

勢に、自然となってくるの

だった。

一緒に色々な体験をし、

彼らの主張を聞いて、こち

らの主張を述べる。楽しい

語らいも、本気のケンカも

する。学校行事にも、でき

る限り参加する。正面から

子供達と向き合ってみれ

ば、子育てとは、何とやり

がいのある作業なのだ。

今の私は、自由であり、

能動的である。

乳がん体験記コンクール
学会学術総会賞に宮本さん

対がん協会賞受賞作

乳房を失って得たもの
やまねゆかり（43）

42才の夏、右乳房のし

こりに気付いた。病院での

精密検査の結果は、悪性。

やっぱり…。何故だか、そ

んな予感がしていた。

乳房は、ある程度腫瘍が

大きかったため、温存では

なく、全て切除した。

さて、私は、子供 の頃

から、ひどく内向的な性格

だった。人目ばかりを気に

して、自信がないから、常

に人に合わせてばかり。た

とえ、誤解をされたとして

も、自分の言い分が言えな

いので、誤解されたまま、

という事が、多々あった。

30才で結婚。弁の立つ

夫に言いこめられ、くやし

い思いをすることも多かっ

た。夫の両親と、うちとけ

ることができず、夫の実家

に行くのが心底苦痛だっ

た。

心を閉ざしているから、

友達も作れない。私の人生、

やりたい事も、言いたい事

も、押し殺してばかり。

このままじゃ嫌だ。常に

そう思いながら、悶々とく

らしていた。自分を変えよ

うと、色々試みたが、そう

朝日がんセミナー
関連展示
9月8日開催

がん征圧月間にちなんで

９月８日（土）、東京・有

楽町の有楽町朝日スクウェ

ア（マリオン11Ｆ）で午

前11時から午後６時まで

「朝日がんセミナー」の関

連展示コーナーとして「生

きるを創る広場」が開催さ

れる。

会場内にはがん早期発見

のための検診受診の勧めや

専門医の監修を受けた啓発

展示コーナーなどが設置さ

れる。

料理研究家による「心と

からだにおいしい食事・料

理基本術」「リハビリエク

ササイズ」などミニセミナ

ーも計画されている。



しれませんが、夫婦仲が良

く、旦那様がやさしい方が

多い。毎日面会に来られる

方がほとんどです。

大学病院とは基本的には

急性期病院であり、必ずし

も癌患者さんの希望に沿え

ないことがあります。抗癌

剤治療など積極的治療がで

すが病棟内には女性しかい

ませんので産婦人科病棟は

他と違った雰囲気があるの

では、と思います。特に、

これは他の病棟も同じかも

在宅治療を専門とする開業

の先生が増えつつあり、実

際、大学病院に滞在するよ

りはそれらの病院を使用

し、自宅の環境整備をする

ほうが本人にとってはより

快適に過ごせます。また当

きない患者さんは転院、自

宅療養への移行になること

があります。嘔気、呼吸困

難、疼痛など様々な症状に

対する加療はまず必要で、

対応可能なことが多いので

す。ホスピスが増え、現在

婦人科癌は不正出血が症

状になることもあります

が、それ以外あまり自覚症

状はなく、それとあまり受

診したくないところなの

で、進行癌となってから受

診される方は少なくありま

せん。そのために癌検診は

早期発見に役立ち、実際、

市民検診での異常で紹介さ

れて来院される方も多いの

です。

大学病院の産婦人科で勤

務していると、患者層は他

科と比べると比較的年齢層

が若く、50，60歳代を中

心に20歳代の方もめずら

しくありません。当り前で
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然ながら生活、使用可能な

サービス、保険などはじめ

ての状況への対応となるの

で、病院側からのインフォ

メーションが必要不可欠で

す。

私の勤めている病院でも

この体制が本格始動したの

はここ2年ぐらいであり患

者さんもご存じない方が多

いのではないかと思いま

す。この体制のおかげでス

ムーズに自宅の設備が整い

家族にも負担を少なくする

ことにもなります。

自分の病気の治療法のほ

うに興味が向いてしまうの

は当たり前なのですが、

日々の生活があってそれに

治療を付け加えていくのが

理想的なのではないでしょ

うか。

医と心、考えるセミナー

良い医療への提言を

がん検診受診率向上委
各地の実例を紹介

法については「県費でピン

クリボンをラップした市電

やバスが運行され、アンケ

ートでは県民にも好評だっ

た」（長崎）「ピンクリボン

かがわ」という大きな催し

を実施し、女性団体に実行

委員会に入ってもらったほ

か、協賛企業も募った。企

業が入ったことで運動に大

きな広がりが出た」（香川）

など具体例が詳しく報告さ

れた。

また、検診の精度管理に

ついては「要精検率が非常

に高い。時には50％を超

えることもあり、検診の信

頼性にもかかわる問題にな

っている」「消化器がん以

外のがんについて追跡の統

一フォームがなくて困って

いる」「医師の手配が思う

ようにできず、読影に時間

演し、患者側は希望や意志

をはっきりと医師に伝える

ことなどを強調した。

嵯峨崎氏は、患者は冷静

に病気を理解するとともに

医師側の悩みや苦労を思

い、過剰な期待は避けるよ

う促した。

そして「がん難民は作ら

れるのではなく、患者側が

主治医から離れ、自らさ迷

っているのが実状だ」と話

した。

上野氏は「医師の態度は

変わらないので患者が変わ

らなければ」と前置きし、

つまらない質問はない、家

族と一緒に説明を聞くなど

様々な医師とコミュニケー

ションをとるための９か条

を列挙した。

そして風邪や高血圧な

ど、がん以外の身近な病気

でこうした医師との対話を

練習することも役に立つと

推奨した。

日本対がん協会のがん検

診・受診率向上委員会は７

月12日、東京・有楽町の

対がん協会本部で第２回会

合を開き、「がん対策推進

基本計画」で決まった、が

ん検診受診率を５年以内に

50％にするという目標の

達成に向けて、各支部から

の委員が熱心に意見交換し

た。

この数値目標について

は、「すでに県から打診が

あり、時間をかければ達成

は十分可能だと答えた」と

いう積極的な意見から、

「県からの連絡はまだない。

これまでの経緯からみて、

市町村に丸投げするつもり

ではないか」など各地のさ

まざまな実情が報告された。

受診率向上につなげるため

のがん啓発や受診勧奨の方

「患者さんと医療者のよ

り良いコミュニケーショ

ン」をテーマとした「がん

―医と心を考える」セミナ

ーが７月２日、東京都内で

開かれた。

日本医療コーディネータ

ー協会理事長の嵯峨崎泰子

氏が「患者・家族と医療者

のコミュニケーション～よ

り良い関係を築くために

～」、Ｍ．Ｄ．アンダーソンが

んセンター腫瘍内科医の上

野直人氏が「患者さんがよ

り良い医療を受けるための

提言」とそれぞれ題して講

2006年度

奨学医レポート

検診で発見の患者も
婦人科＝近畿大学附属病院

近畿大学附属病院　飛梅　孝子

がかかりすぎる。時には１

月以上もかかり、苦情の原

因になっている」など各地

の実情とさまざまな問題点

が報告された。

第３回会合は10月３日

に開催の予定。



用の一部を贈呈することが

できた。

今年は103人の女子プロ

選手が出場、梅雨空が続く

なか熱戦が繰り広げられ、

最終ホールまでもつれ込ん

だ。中国の張娜（チャンナ

ー）選手と横峯さくら選手

のプレーオフとなり、１ホ

ール目にバーディを決めた

張娜選手がパーの横峯選手

を下し、優勝カップをさら

った。表彰式では、張娜選

手から日本対がん協会の広

瀬理事長に寄付の目録が贈

られた。

日本対がん協会は千葉県

支部（ちば県民保健予防財

団）とともにチャリティ広

場に乳がんを中心としたパ

ネル展示コーナーを設け、

乳がん自己検診ビデオや乳

がん触診モデルを利用し、

「働く女性をサポートす

る」をテーマに、「クラシ

エＬＰＧＡチャンピオンシ

ップ」（主催・NPO法人ス

ポーツフィランソロピー協

会、特別協賛・クラシエ

グループ）が７月19日か

ら４日間、千葉県の習志野

カントリークラブ　キン

グ・クイーンコースで開催

された。

出場選手の獲得賞金の

10％、ギャラリーの入場

料、イベントの収益金の一

部などがチャリティにあて

られ、日本対がん協会、テ

レビ朝日福祉文化事業団な

どに寄付される。昨年の第

一回大会では総額900万円

が日本対がん協会に寄付さ

れ、茨城支部に子宮がん検

診用ベッド、京都支部にマ

ンモグラフィ設備の購入費

女子プロ103人が熱戦
フィランソロピーゴルフ

（ 8 ） （第三種郵便物認可） 対 が ん 協 会 報 2007年8月1日

優勝した張娜選手（手前右）から寄付の目録を受け取る
対がん協会の広瀬理事長（手前左）ら大会の関係者

訪れるギャラリーに詳しく

説明し、ピンクリボンリス

トバンドやピンクリボンバ

ッジを配布して啓発に努め

た。

予選ラウンド中の２日間

はラウンドを終えた選手が

パッティング練習のかたわ

ら協会コーナーを訪れ、諸

見里しのぶ選手や佐藤靖子

選手らは乳がんモデルを使

った触診を興味深そうに体

験していた。

また、カップルで訪れた

多くのギャラリーや、若い

女性ギャラリーも協会コー

ナーに足を運び、乳がんの

早期発見のための自己検診

や定期検診の重要性につい

ての説明に熱心に耳を傾け

ていた。

今年も昨年と同額の寄付

が寄せられる予定で、マン

モグラフィ設備導入など女

性のがん征圧のために使わ

れる。


