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計調査委員会を設置し、放

射線影響研究所や国立予防

衛生研究所と連携しながら

50年間にわたり、主要病

院への出張採録方式でのが

ん登録を行ってきた。こう

したデータから広島市民の

がんり患率の高さや被爆者

特有のがんの多さが明らか

になり、がん予防など市民

のために役立てられている。

また、長生村はがん検診

対象者全員の受診を目指

し、73年に胃がんの集団

検診を開始、75年からは

検診会場へのマイクロバス

による送迎を実施してい

る。こうした努力の結果、

06年度は胃がん検診受診

率66％、乳がん検診受診

率82％という高い受診率

を確保し、がんの早期発見

につながる大きな成果を上

げた。

朝日がん大賞は日本対が

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７回目。日本

対がん協会賞は今年がちょ

うど40回目で、がん征圧

活動に功績のあった個人と

団体に贈られる。

今年度の選考委員は次の

通り。委員長・垣添忠生・

日本対がん協会会長、副委

員長・武藤徹一郎・癌研有

明病院院長、唐澤隹人・日

本医師会会長、廣橋説雄・

国立がんセンター総長、渥

美好司・朝日新聞医療エデ

ィター、広瀬幸雄・日本対

がん協会理事長

朝日がん大賞と
日本対がん協会賞

とが高く評価された。

日本対がん協会賞の個人

の部は、大分県別府市の石

川胃腸科医院院長、石川晃

氏（73）、朝日大学歯学部

歯学科総合医科学講座外科

学分野教授、樫木良友氏

（72）、岡山大学理事・副学

長、清水信義氏（67）、茨

城県土浦市の鈴村医院院

長、鈴村博一氏（68）、神

戸市灘区のたかやすクリニ

ック院長、闍安幸生氏（57）、

学校法人浅ノ川学園金沢看

護専門学校学校長、西正美

氏（74）の６氏に贈られる。

さらに団体の部は広島市

医師会（平松恵一会長）と

千葉県長生村（石井俊雄村

長）の２団体に贈られるこ

とが決まった。

広島市医師会は1957年

から原爆による放射線被ば

くの影響を調査する腫瘍統

平成19年度の朝日がん大

賞は国立がんセンター予

防・検診研究センター長の

森山紀之氏（60）＝写真＝に

贈られることが決まった。

また、日本対がん協会賞は

がん征圧活動に功績のあっ

た６氏と２団体に決まっ

た。受賞者は９月14日に

大分市で開かれる「がん征

圧全国大会」で表彰される。

（２面に受賞者の業績、３

～７面に朝日新聞記者によ

る受賞者・団体の紹介）

がん大賞の森山氏は、肺

がん検診などに利用され、

早期がん発見に成果を上げ

ているヘリカルＣＴの開発

に貢献、04年２月からは

がんセンターに設置された

がん予防・検診研究センタ

ー長としてがん予防やがん

検診の普及、検診の有効性

証明などに成果を上げたこ

朝日がん大賞にがんセンター森山紀之氏

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

ヘリカルＣＴの開発に貢献

協会賞　6氏と2団体に



から派遣された専門医とし

て子宮癌研修会（県子宮が

ん検診従事者講習会）設立

にあたった。子宮がん検診

精検受診率向上やがん検診

精度管理体制確立の上でも

中心的な役割を果たした。
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75年以来、30年以上に

わたって子宮がん検診細胞

検査指導医として、細胞診

専門医の充実と細胞診検査

士の養成指導に尽力。当時、

茨城県内には細胞診専門医

が不在だったが、癌研病院

鈴村医院院長

鈴村
すずむら

博一
ひろいち

氏（68歳）

た新たな治療方式を提唱し

実践。また、肝がんに対する

IVR治療の研究・開発・臨床

応用を行い、とくに動注化

学療法の分野では厚労省が

ん特別研究班員として手法

確立と標準化に努めてきた。

30年以上、肝がん対策

に取り組み、新たな治療法

と治療成績向上に成果を上

げた。地域の病診連携と開

放型病床を利用し、肝がん

に対する総合的な治療を提

供。患者のQOLを重視し

たかやすクリニック院長

闍安
たかやす

幸生
ゆき お

氏（57歳）

作成、市町村保健師の研修、

がん検診精度管理システム

など、がん検診充実策を実

施に移した。がん体験者の

会「石川よろこびの会」を県

の立場として設立し、患者

や家族支援にも尽力した。

公衆衛生専門医として石

川県公衆衛生課長、保健所

長、県保健環境センター長、

県成人病予防センター理事

長などを歴任、がん対策の

基盤整備に貢献した。83年

ごろからは検診マニュアル

金沢看護専門学校学校長

西
にし

正美
まさ み

氏（74歳）

16病院に出向く出張採録

によりがん登録を行ってき

た。このデータは被ばく線

量とがん発生との関連を検

討する基礎資料として利用

され、がん予防など市民の

ためにも役立てられている。

57年３月、広島市医師

会は原爆による放射線被ば

くの影響を調査するために

腫瘍統計委員会を設置。５月

からは原爆傷害調査委員会、

国立予防衛生研究所と連携

し、50年間にわたり、主に

－団体の部－

広島市医師会　平松恵一
ひらまつけいいち

会長

らは検診会場までの送迎の

マイクロバスを仕立てるな

ど受診率の向上に努力し、

毎年、きわめて高い検診受

診率と精検受診率を維持し

ている。99年には胃がんに

よる死亡者ゼロを達成した。

全世帯でがん検診対象者

の調査を行って、個人ごと

の検診状況を調べ、未受診

者に通知するなど全村民の

受診を目指す。要精密検査

者、経過観察者に徹底した

受診勧奨を実施。75年か

千葉県長生
ちょうせい

村　石井俊雄
いしい と し お

村長

した肺がん一次検診を実施

し、通常の胸部単純Ｘ線撮

影では発見不能な早期肺が

んが多く存在することを突

き止めた。04年からはがん

予防・検診研究センター長

としてがん予防、がん検診

の普及、有効性の証明、が

ん検診の在り方に関する最

先端の研究を進めている。

87年からがんセンター

で、わが国初の国産全身用

ＣＴの開発を開始。関係企

業と協力してＣＴ撮影の効

率化と画質の向上を図るた

め、撮影台の移動を行いな

がら体積単位の画像情報の

収集が可能なヘリカルＣＴ

の開発に取り組んだ。93年

からはヘリカルＣＴを利用

国立がんセンター
がん予防・検診研究センター長

森山
もりやま

紀之
のりゆき

氏（60歳）

の有効性についてのさまざ

まな研究を行った。また、

県内の乳がん検診体制の整

備を推進し、Ｘ線写真の読

影や撮影技師の後進の育成

にも力を注いで、乳がん検

診の精度向上に貢献した。

早くから岐阜県でマンモ

グラフィー併用の乳がん検

診の普及や促進に尽力し

た。87年からは厚生省

（当時）の「乳がん検診に

関する研究班」などに所属

し、マンモグラフィー検診

朝日大歯学部外科学分野教授

樫木
かしき

良友
よしとも

氏（72歳）

をし、良好な成績を収めた。

91年からは肺がん手術に胸

腔鏡を導入、低侵襲手術を

岡山県だけでなく、四国に

も普及させた。禁煙教育に

も熱心で、多くの講演を通

じて肺がん予防にも貢献。

70年代半ばごろから普

及した岡山県の肺がん検診

事業でフィルム読影に積極

的にかかわり、内視鏡診断

と外科的治療を担当。大血

管周辺の臓器に浸潤する進

行性肺がんも積極的な切除

岡山大学理事・副学長

清水
しみず

信義
のぶよし

氏（67歳）

朝日がん大賞

胃集団検診読影委員会委員

長として胃がん、大腸がん

検診の精度管理に中心的役

割を果たしている。胃集団

検診の撮影枚数を４枚から

６枚に改めることを提案、

読影効果向上に寄与した。

63年、九州大学温泉治療

学研究所に外科講師として

着任、胃がん検診態勢の確

立のため医師や放射線技師

を育成し、集団検診の技術

向上に貢献した。現在は大

分県地域保健支援センター

－個人の部－
石川胃腸科医院院長

石川
いしかわ

晃
あきら

氏（73歳）

日本対がん協会賞
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次々と連続して画像を撮っ

てほしい」と言い続けた。

夜中の２時、３時まで一緒

に没頭する日々が続いた。

東芝の森一生氏が画期的

な解析手法を開発し、ヘリ

カルＣＴの第１号が完成し

たのが90年。国立がんセン

ターの同僚の金子昌弘氏

（昨年度朝日がん大賞を受

賞）らと協力して検診に導

入し、早期肺がんの発見に

役立つことを示した。

今、次世代の検診に貢献

する機器開発に取り組む。

ヘリカルＣＴで肺に小さな

病変が見つかっても、今は

それが良性なのか悪性のが

んなのか画像で区別するこ

とが難しい。悪性を区別で

きる装置を作り上げるた

め、「役立つもの」を求め

る森山さんの挑戦が続く。

（朝日新聞東京本社医療グループ
浅井文和）

ばいいと言われた時代に、

１センチ以下の小さながん

を見つけたかった。当時は

体を輪切りにしたＣＴ画像

を１枚ずつ撮っていたので

細かい病変は見つからな

い。共同開発していた技術

者に「一回一回止めないで

30年近くを振り返って、

「患者に役立つ機械を作り

たかった。こうしたいと、

ずっと言い続けることが大

切でした」と語る。

最初は肝がんの診断にＣ

Ｔを使おうと考えた。直径

５センチのがんを見つけれ

小さな病変も発見でき、

肺がんの診断などに大きな

力を発揮する「ヘリカルＣ

Ｔ」の開発をはじめ、がん

の画像診断を向上させる先

頭を走ってきた。

スタートラインに立った

のは78年だった。

「ＣＴ（コンピューター

断層撮影）の開発を担当し

てほしい」

当時、国立がんセンター

放射線診断部で31歳の若

手医員だった森山さんにこ

う言ってくれた上司が、胃

がん検診で著名な市川平三

郎氏（国立がんセンター名

誉院長）。ＣＴが国内に入

ってきたばかり。新しい仕

事でこそ若い人に任せよう

という配慮だった。

朝日がん大賞　　森山　紀之氏

がんの画像診断に貢献

撮影されたＸ線写真の分析

を任された。76年に別府

市内に医院を開業してから

も、日本消化器がん検診学

会から認定医と指導医の資

格を受け、後輩医師の育成

に尽力した。

同センターが行う胃がん

検診を受ける県民は、年間

に５～６万人にのぼる。実

際に胃がんが見つかった人

は、これまでに約1700人。

およそ受診者の１千人に１

人の割合だ。

「がんを患って生き延び

るには、唯一、早期発見し

かない」。約40年間検診に

かかわった結果、つくづく

こう感じている。

（朝日新聞大分総局
小田健司）

の三つが絶対に欠かせな

い」。こう考えて、30代半

ばの１年間、東京の癌研病

院で研修を積んだ。

68年には、大分県対が

ん協会（現・県地域保健支

援センター）の胃読影委員

に就き、協会が行う検診で

早い段階で胃がんが見つか

る症例が急激に増えていっ

た。小型カメラを使った胃

カメラや内視鏡も次々と開

発された。

「内視鏡の技術と、胃が

んの病理やＸ線検査の知

識。胃がんの治療には、こ

大学卒業後、インターン

の１年間を経て、60年に

出身地である大分県別府市

の九州大学温泉治療学研究

所（現・九州大学病院別府

先進医療センター）の医局

に入った。基礎研究が主だ

ったが、胃がんや大腸がん

の手術も多く経験した。

当時、胃がんを早期発見

するのは、とても難しいこ

とだった。「腹部をメスで

開いても手の施しようがな

くて閉じるだけ。手術をし

てもまた再発。正直、『こ

んなものなのか』と感じ

た」。が、その後間もなく、

医療技術の進歩に遭遇し

た。

それは、Ｘ線検査技術の

飛躍的な向上だった。胃に

空気とバリウムを送り込ん

でＸ線撮影する「二重造影

法」が55年に開発されて

いたが、さらに改良され、

対がん協会賞　　石川　晃氏

胃がん早期発見に尽力
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「チャレンジしようと思

った。座して患者を待つの

ではなく、啓発し、検診し

て意識改革しないといけな

い」と、県内各地を回った。

91年には活動が評価され、

知事表彰を受けた。02年

からは岐阜市の朝日大学付

属村上記念病院で乳腺外科

教授を務める。

また87年から厚生省

（当時）の研究班でも、マ

ンモグラフィーによる検診

の有効性などの研究を続け

た。

これまで乳がんと向き合

いながら目指したのは「命

も乳房も失わない」治療。

「今後はがんの生物学的特

徴をとらえたオーダーメー

ド医療などに取り組んでい

きたい」と乳がん克服に向

けた探求心は尽きない。

（朝日新聞岐阜総局
姫野直行）

77年、現・山県市の岐

阜県厚生連岐北総合病院長

就任を機に、乳がんの早期

発見を目指して実践的な乳

がん検診の啓発・普及活動

を始める。まだ検診車での

検診などほとんどない時

代。

研究に取り組む。当時、大

学での治療成績は非常に悪

く、患者も大学病院に来る

ころにはすでに手遅れとい

う状況だった。温存療法を

するにも、治療成績を上げ

るにも早期発見が重要との

思いが強くなっていった。

乳がん治療は、早期発見

が何より重要。その思いか

ら、乳がん検診の普及と精

度向上に取り組んできた。

日本では、乳がん手術は

「乳房全摘」が当たり前だ

った71年、アメリカに留

学。当時、アメリカではニ

クソン大統領が「がんとの

戦争」を宣言、国家がん法

を制定。国家レベルでがん

撲滅に取り組んでいた。そ

こで乳房温存療法を知り、

激しいショックを受けた。

女性のＱＯＬへの配慮は、

自分が受けた教育とは正反

対だった。人工血液研究の

留学だったが、この衝撃は

帰国後も強く心に残った。

73年、岐阜大学第２外

科に戻り本格的に乳がんの

対がん協会賞　　樫木　良友氏

乳がん検診普及に努力

端技術を採り入れた。心臓

手術で使う人工心肺装置を

使い、心臓を一時止めて大

きな血管や血管周辺のがん

も切除した。91年には肺

がんの手術に、体を大きく

切り開かないため患者の負

担が少ない胸腔鏡を採用し

た。「その時々の課題にど

う立ち向かうか、どうやっ

て患者さんを助けるか考え

てやってきました」

今も学生向けや医師会な

どで講演をするとき、肺が

んになった著名人を例に挙

げて禁煙を訴える。「喫煙

ががんの原因になっている

ことは明らか。何より予防

が大切です」。

（朝日新聞岡山総局
赤木基宏）

域を挙げて肺がん対策に力

を入れ、全国に誇る成績を

上げたことが評価されたの

でしょう。今回の受賞が、

多くの人たちによる努力の

成果を広く知ってもらえる

機会になれば」と話す。

がん治療には、常に最先

した。読影で肺がんが疑わ

れると、当時最新鋭だった

気管支内視鏡を使って検

査。肺がんと分かれば岡山

大病院で手術をした。

「一晩で数百人分のフィ

ルムを見たこともありま

す。岡山県では早くから地

国内初の本格的な生体部

分肺移植手術（1998年）

に成功するなど、岡山大チ

ームを率いて脳死・生体肺

移植手術に取り組んでき

た。２年前、副学長に就任

し第一線から退いたが、約

40年間の医師生活のうち

30年間は、肺がんとの闘

いに明け暮れた、と振り返

る。執刀した肺がん手術数

は2300件余りになる。

呼吸器外科医の道を歩み

始めた1960年代後半、結

核の手術がほとんど行われ

なくなった一方、肺がんが

急速に増加しつつあった。

70年代半ばには、結核予

防会岡山県支部（現、県健

康づくり財団）と岡山大医

学部などが連携し、肺がん

集団検診が県内一円で実施

された。早期の発見、手術

を目指し、フィルムの読影

に岡山大の医師たちも参加

対がん協会賞　　清水　信義氏

肺がんとの闘いに明け暮れ



2007年9月1日 対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 5 ）

り組んだ。05年には子宮

がん検診の精密検査の受診

率は90％を超え、70％台

の全国平均を大きく上回っ

た。

県内で子宮がん検診を実

施している県総合検診協会

では現在、検診の細胞標本

を一括管理している。だれ

がいつ採取して標本をつく

ったかが即座にわかる。標

本をもとに、県産婦人科医

会が医師に対して標本づく

りや診断技術についてアド

バイスをする。「がんを見

分ける判断は人間の目だけ

が頼り。技量の維持向上の

ために、たゆまぬ努力が欠

かせない」と考える。

「検診を受けていれば子

宮がんで死ぬことはない」。

郷里の土浦市から子宮がん

患者をなくすことが夢だ。

（朝日新聞つくば支局
嘉幡久敬）

て細胞診の技術向上をめざ

した研修会を始めた。年１、

２回の会合には毎回、若手

からベテランまで60～100

人が参加するなど盛況だっ

た。

県産婦人科医会の副会長

に就任した。市町村などと

検診の受診奨励活動にも取

細胞を診断した。

78年、縁あって県内の

病院に着任し、80年、土

浦市で開業する親の跡を継

いだのをきっかけに、県内

での細胞診の技術普及に力

を入れることになった。

県などと協力して、産婦

人科医や検査技師らを集め

膣から子宮に向けて綿棒

を入れ、内壁の細胞をこす

って取る。ガラスに乗せて

顕微鏡で観察し、早期がん

や、がんになりそうな「前

がん状態」を診断する。茨

城県で、こうした細胞診の

技術の向上に尽力してき

た。

千葉大で病理学を専攻し

た。日本臨床細胞学会が認

定する子宮がん細胞診の専

門医の資格を取ったのは、

癌研究会付属病院（東京）

婦人科に勤めていた1973

年のこと。当時、専門医は

全国に160人しかいなかっ

たという。専門医を探して

いた茨城県から頼まれ、月

１回、水戸に日帰りで出張

して県内の患者から採った

対がん協会賞　　鈴村　博一氏

子宮がん検診に尽力

する。病院の設備を用いて

ＩＶＲの専門治療をし、術

後もフォローする。「１人

の患者の主治医であり、執

刀医でもあるんです」。こ

うした形でのＩＶＲ専門医

の独立開業は極めて異例と

いう。クリニックには大学

病院の紹介を受けた患者が

次々訪れ、海外から医療関

係者の視察も来た。

僕の前に道はない／僕の

後ろに道は出来る－。高

村光太郎の詩「道程」の一

節を好む。肝がんが「不治

の病」だったころから30余

年、一貫して病気と向き合

い、患者と接し続けてきた

自負が、そこにある。

（朝日新聞神戸総局
榊原謙）

リニック」を開業した。

日々、クリニックで患者

の検診をしながら、近くの

病院と契約し、開放型病床

を確保。施術の必要な患者

にはここに入院してもら

い、自ら病院に赴いて回診

で実践した。

00年に兵庫医科大助教

授に。「高度で専門的な治

療と共に、検診などで患者

の日常的なケアもしたい」

という思いから、02年、

神戸市灘区に「たかやすク

小学生のころから父は寝

たきりで、母も足が不自由。

学業のかたわら新聞配達や

家庭教師、神戸港の荷役な

どで家庭を支え、医師を志

した。学生時代は血を見た

だけで「ひっくり返った」

と笑う。外科ではなく、画

像診断を主とした放射線医

学の道を選んだ。

84年、30代半ばで兵庫

県宝塚市立病院放射線科医

長に。時代は画像を駆使し

た血管内治療などの手技を

含むＩＶＲ（低侵襲治療）

の進歩が著しかった。国内

のＩＶＲ研究者らと修練し

ながら、鎖骨の下の動脈か

らカテーテルを肝臓のがん

腫瘍まで通し、薬を局所ま

で流し込む技術や、超音波

を使って腫瘍の位置を確認

しながら体外から刺した針

を到達させ、腫瘍を焼き切

る技術を肝がん治療の現場

対がん協会賞　　闍安　幸生氏

肝がん治療に30余年
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脳卒中を抜いて１位となっ

た頃からの、県職員として

の西さんの一貫した考え方

だ。「目指すのは地域全体

の利益」と語る。公衆衛生

の視点から、できるだけ多

くの「好発年齢」の人たち

にがん検診を受けてもらえ

るよう、市町村と連携して

啓発活動に取り組んだ。石

川県では92年に本格実施

になった「地域がん登録」

も、２年間かけて県医師会

の協力を取り付け、当時の

県知事を説得し、調査費の

予算獲得にこぎ着けた。

現在は金沢看護専門学校

の校長として看護師の育成

に当たるほか、ＦＭラジオ

の生放送の健康番組に月に

１度出演し、がん予防など

についての話をするなど、

活躍の場を広げている。

（朝日新聞金沢総局
浅野直樹）

立に県の立場として参画

し、患者とその家族への支

援にも力を入れた。

個々人の財産である「健

康」を、税金を使ってサポー

トするのだから、社会的な

意味づけが要る。81年に

日本人の死亡原因でがんが

携システムを構築。83年

ごろからは検診車の整備、

検診マニュアルの作成、が

ん検診の精度管理システム

の構築など、次々とがん検

診を充実させる施策を実

施。また、がん体験者の会

「石川よろこびの会」の設

この夏、「三つ目」とい

うがんの手術を受け退院し

た。「早期発見は、治るだ

けでなく、術後の苦しみも

より少なくてすむ」。自ら

の経験からもがん検診やが

ん予防の重要性を説く。

金沢大大学院医学研究科

を修了し、66年に石川県

の職員となった。県公衆衛

生課長、県厚生部技監、県

保健環境センター所長、県

成人病予防センター理事長

などを歴任。公衆衛生専門

の医師として、約33年間、

石川県のがん対策に貢献し

てきた。

81年ごろから、がん対

策について検討をするため

の県内の大学、県医師会、

県成人病予防センターの連

対がん協会賞　　西　正美氏

公衆衛生の視点でがん施策

である」。

この思いで調査に取り組

んできた結果、広島市民は、

ともに被爆地である長崎の

市民と同様、結腸がんや甲

状腺がんの発症率が高いこ

とが判明。今日ではがんに

関する豊富なデータとし

て、がんの再発周期などの

病状研究などをする際に利

用されている。

05年からは事業の実施

主体は市となったが、市医

師会などに業務委託されて

いる。平松恵一・市医師会

長（66）は「今後も市民

のがん対策のため、調査事

業を続けていきたい」と話

している。

（朝日新聞広島総局
向井光真）

に依頼。調査の精度を高め

るため、病院に直接出向い

てがん患者の個人診療記録

から、がん検査や治療歴な

どの情報を収集する「出張

採録」を行うなどの方法も

加えた。

「データを集積し続ける

のが被爆地の医師会の使命

ん情報調査「市腫瘍統計調

査事業」を全国に先駆けて

始めた。

方法は市内のがん患者を

対象に生年月日、がんが発

症した部分や診断の方法、

被爆者については爆心地か

らの被爆距離などを記入し

た登録票の届け出を各病院

被爆地ヒロシマで広島市

民の健康の増進や福祉啓発

活動をしている社団法人・

広島市医師会（広島市西区、

会員2172人）。市医師会が

「重大な任務」と位置づけ

る事業に市内のがん患者の

実態を把握する統計調査が

ある。

がん患者の診断歴や発見

経緯、病巣の広がり方や治

療方法など、蓄積された約

15万件のがんに関するデ

ータは原爆後傷害の研究や

がん治療の貴重な基礎資料

として役立てられている。

調査が始まったのは1957

年。当時、「白血病を発症

した被爆者が増加してい

る」との懸念が高まってお

り、原爆傷害調査委員会

（ABCC、現・放射線影響

研究所）から調査の要請を

受けた。国立予防衛生研究

所などと協力し、市民のが

対がん協会賞　　広島市医師会

被爆地でがん登録半世紀

がん登録の事業内容を説明する平松恵一会長（右）と桑原正雄副会長
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行される「広報ちょうせい」

に、村の保健師５人が交代

で「保健師だより」を書く。

村民に親しまれ、気軽に声

をかけてもらいたい、と顔

写真入りだ。池礼子・健康

指導係長は、「早期治療で

胃がんは『治る病気』にな

った」と呼びかける。検査

で異常が見つかったとき、

通知書が届く前に、電話で

伝える。「精密検査が必要」

の文書を見たときのショッ

クを和らげるためだ。

長生村は、隣接する茂原

市などとの合併協議から８

月に離脱表明し、自立の道

を探る。石井俊雄村長は、

「大きな自治体より行政の

目が届きやすい。人間関係

や家族構成など自治が小さ

いことで村民の顔が見えや

すい」と話している。

（朝日新聞茂原支局
吉井　亨）

飲み過ぎなど。わかってい

てもなかなか守れない住民

に、どのように生活改善や

検診に目を向けてもらうの

か。

「ちょっと気になるたば

この話」「大腸がん検診を

受けましょう」「ひとりで

悩まないで！」…。毎月発

70歳代以上が13人、40～

60歳代８人と中高齢者が

多数を占める。働き盛りの

40代、50代のがん対策に

と20年ほど前から村保健

センターで土曜日検診も実

施しており、好評だという。

胃がんの危険因子は、塩

分の取り過ぎや喫煙、酒の

房総半島の九十九里浜に

面し、春から夏は水田の緑

が広がる。一年を通して温

暖な気候、東京まで電車で

１時間ほど。自然や便利さ

にひかれ、都心から移り住

む人もいる。

長生村は、がんの早期発

見、早期治療に全力で取り

組んでいる。全村民に毎年

末、住民検診調査書を配り、

検診の種類や検診先の希望

を調べる。未記入や未提出

者には、30歳や40歳など

の節目に再度、受診案内を

送る。06年度の受診率は、

胃がんが66％（精密検査

93％）、乳がん82％（同

98％）という素晴らしい実

績をあげた。06年度まで

の４年間の胃がん発見者は

対がん協会賞　　千葉県長生村

がんの早期発見に全力

石井俊雄村長（右端）とスタッフ。中央が池礼子・健康指導係長

田結子

◇高知県総合保健協会 清

岡純子・関浩美・渡邊直

孝・中内ひとみ・黒岩妙

子・竹村紀彦・岡部喜久・

宗崎一幸

◇佐賀県総合保健協会 清

水優子・服巻英俊・峰松玲

子

◇長崎県健康事業団 田中

紀夫・谷口智子

◇熊本県総合保健センター

内田聡司・山本高弘・徳永

法子

◇大分県地域保健支援セン

ター 小玉哲宏・和泉智賀

子

◇宮崎県健康づくり協会

長友朋子・清幸代

◇鹿児島県民総合保健セン

ター 竹之下和夫・東條継

男・永山健一・西田隆司・

草ノ瀬和弘・尾上瑞代・山

本久美子・永井祐子

◇沖縄県総合保健協会 小

橋川清子・伊勢崎孝洋

池田勇司

◇山梨県健康管理事業団

伊奈政彦・小林秀樹・滝嶌

美紀

◇長野県健康づくり事業団

松野幸子・藤原　薫・川辺

ふじ子・西沢哲也

◇福井県健康管理協会 林

桂子・森下幸

◇三重県健康管理事業セン

ター 玉置正澄

◇京都がん協会 世良多賀

男・鮒子田睦子・増馬好

美・澤野井卓

◇兵庫県健康財団 中島悦

子・平石純一・亀澤徹郎・

山口一仁・張玉姫・天野敏

也

◇広島県健康福祉センター

中村浩己・今村郁夫・田中

理重・森矢志保・江口文

敏・大久保勉・中祖真二・

松岡洋矢・寺田千晶

◇山口県予防保健協会 村

上務・木村真由美・榑林剛

◇徳島県総合健診センター

福原哲夫・大久保幸枝・福

子・戸張慶子・藤田要子

◇栃木県保健衛生事業団

大橋安一・齊藤シヅ子・舘

野律子・　蒔綾子・山中登

志子

◇群馬県健康づくり財団

茂木文孝・蛭川雅秀・剣持

幹雄・橋本知奈美・梶原栄

子・井上富美子・高橋美智

子・松永弘子・神戸明美

◇埼玉県健康づくり事業団

田島浩一・斉藤忠久・小松

千衣・神保真由美・福島早

苗・平山聡

◇ちば県民保健予防財団

中川朋彦・木村友子・山崎

直樹・浅川正寿・久代純

子・外處博子・簗瀬由美

子・河村いくみ・森塚智

子・岩元興人・吉田智・大

塚徹志・高忠ミキ・姜　高

弘・丸山志津子・鴇田拓

也・平田久子・柴田順子・

地引久美子

◇新潟県成人病予防協会

◇北海道対がん協会 松浦

邦彦・秦治・松本勇人・山

崎順子・弓野彰子・瀬川幹

恵

◇青森県総合健診センター

有馬儀行・工藤光司

◇岩手県対ガン協会 佐藤

一尚・伊藤裕司・北田晃・

川又健一

◇宮城県対がん協会 小齋

秋・及川貴司・渡辺浩之

◇秋田県総合保健事業団

北嶋寿・布施祐子・羽柴留

美子・石塚寿志・岩谷貢・

加賀谷勇三郎・佐々木宏

行・齊藤香・滝本理智子・

森本歩・長谷川祐市・鈴木

真由子・松浦　誠・松渕ユ

カ子・岡村義則

◇茨城県総合健診協会 大

谷由貴子・山田典子・飯村

君枝・竹垣美子・山下由紀

子・森田新一・小平潔・岡

田利男・吉田千絵・櫻井く

るみ・峯岸孝幸・森田順

07年度永年勤続表彰者（敬称略）



と75％までが日常生活に起

因すると指摘した。

さらに日本でのがん集団

検診の歴史にも触れ、60年

にがん検診が本格的にスタ

ートしたものの、検診受診

率は今も平均17％に過ぎ

ず、欧米に比べかなり低い

ことを指摘、がん死者を減

らすには、たばこ対策と早

期検診が重要だと訴えた。

次いで、エッセイストの

岸本葉子さんが虫垂がんに

なった自分の経験を踏ま

え、検診への消極的な見方

はあるが、検診はやはりき

わめて重要で、がんになっ

た後も転移や再発など自分

の病気を知ることの大切さ

を訴えた。

最後に癌研有明病院の武

日本対がん協会主催の全

国巡回がんセミナーが８月

21日、東京・築地で「が

ん予防・早期発見の推進」

をテーマに開かれ、約300

人が熱心に聴講した＝写

真。このセミナーは今秋か

ら全国各地を巡回する。

基調講演に立った垣添忠

生・対がん協会会長は「が

ん検診の重要性」と題し、

81年にはがんが日本で死

因第一位になったが、最近

は胃がん、子宮がんが減少、

肺がん、大腸がん、乳がん

が増加する西欧先進国のパ

ターンに近付いていると話

した。また、近年の研究で、

がんの原因としてたばこ

30％、食事35％、感染症・

ウイルス10％、その他25％

全国巡回がんセミナー
約300人が聴講、東京で
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藤徹一郎院長が「ここまで

来たがん医療」と題し、最

近のがん医療の進歩を紹

介。とくに最近の傾向とし

て患者に負担の少ない手術

が広がっていることを指

摘、胃がん、大腸がんなど

消化器外科の分野でも開腹

しない腹腔鏡手術が多くな

り、入院日数が短くなるな

ど患者にとっても利点が多

いと強調。そのうえで、こ

うした手術は経験のある病

院を選ぶことが重要だと述

べた。

垣添、武藤の両氏はとも

に自覚症状のないがんが検

診で見つかり、命拾いした

体験を紹介、早期検診の重

要性を訴えた。

巡回セミナーは９月14

日に大分、10月12日に仙

台、11月7日に名古屋、12

月５日に京都で開催の予

定。問い合わせは対がん協

会（03－5218－4771）。

トさんとの対談などが予定

されている。いずれの会場

も問い合わせはシンポジウ

ム事務局03－5565－7095

（平日10時から17時）。

各都市ともピンクリボン

スマイルウォークが計画さ

れており、東京では７日

（日）に六本木の東京ミッ

ドタウンで６襭と11襭の

コース、仙台では13日

（土）に勾当台公園市民広

場から５襭と10襭のコー

スが設定されている。神戸

では28日（日）に市役所南

側の東遊園地から５襭と

10襭のコースが予定され

ている。問い合わせはいず

れも0120－711－951（平

日10時～17時半）、申し込

みは0570－037－846（平

今年で５年目を迎えるピ

ンクリボンフェスティバル

2007の開催要項が決まっ

た。昨年同様、東京、神戸、

仙台の３都市で開催される。

東京では10月6日（土）

に千代田区の有楽町マリオ

ンで乳がん専門家による講

演のほか、女優の大空真弓

さんと「あけぼの会」のワ

ット隆子会長との対談とシ

ンポジウムがある。神戸で

は10月27日（土）に神戸

ポートピアホールで乳がん

専門家による講演とともに

女優の音無美紀子さんとワ

ットさんとの対談、仙台で

は10月21日（日）に仙台

国際センター「桜」で講演

のほか音無さんの夫である

俳優の村井国夫さんとワッ

ピンクリボン
今年も多彩な催し

日10時～17時半、土曜12

時～17時）。アサヒコムで

もピンクリボンフェスティ

バル専用サイトが開設され

ている。http://www.asahi.

com/pinkribbon2007/

だった毎日を報告、「がん

告知の段階から患者や家族

に対するケアを」と訴えた。

妻を子宮がんで亡くした

「岩手にホスピス設置を願

う会」代表の川守田裕司さ

んは「がん患者の痛みをと

ることは治療の基本中の基

本。緩和医療を正式診療科

にし、医学生にも教育を徹

底してほしい」と述べた。

さらに、静岡がんセンター

緩和医療科心理療法士の栗

原幸江さんは「痛み止めに

対する誤解のほか、患者に

も痛みを我慢する人が少な

くない。悩みがあれば医療

チームのだれにでも必ず相

談してほしい」と話した。

今年で３回目を迎えるが

ん患者大集会が8月26日、

「私たちはもう痛みをがま

んしない」と題し、広島国

際会議場で開かれ、約

2000人が参加した。

乳がん患者で呉共済病院

在宅医療指導管理室アドバ

イザーの荒金幸子さんら、

がん患者2人と家族2人が患

者や家族を代表して講演、

患者の心に寄り添う医療の

重要性を訴えた。

「がん患者の心と体の痛

み」と題したシンポジウム

では悪性軟部腫瘍患者の横

山光恒さんが、突然のがん

告知を受けた後、病院で６

カ月にわたり抗がん剤づけ

がん患者大集会、広島で


