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日本対がん協会の平成
19年度がん征圧全国大会
（主催・対がん協会、大分
県地域保健支援センター、
後援・厚生労働省、日本医
師会、大分県、大分市、大
分県医師会）は９月14日、
大分市のiichiko総合文化
センターに約1000人が参
加して開かれた。
（２、
３、
４、
５面に関連記事）
対がん協会大分県支部長
の嶋津義久氏の開会のこと
ばで始まり、日本対がん協
会賞の６氏、２団体に垣添
忠生会長から賞状などが贈
られた。次いで来賓の秋山
耿太郎・朝日新聞社長から
国立がんセンターがん予
防・検診研究センター長の
森山紀之氏に朝日がん大賞
が贈られた。このあと、が
ん征圧スローガン「まず受
けて次に伝えるがん検診」
の入選者、福井県健康管理

協会の田中正樹氏、支部永
年勤続者を代表して大分県
地域保健支援センターの小

がんホットライン

火〜金 午後1時〜4時

03−5218−4776
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。

玉哲宏氏が表彰状を受けた。
◇
がん征圧全国大会の詳報

は12月に発行予定の「対
がん協会報」増刊号に掲載
します。
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「これからの対がん協会」
垣添会長が記念講演
垣添忠生会長は来年、協
会が50周年を迎えるのを
機に「これからの対がん協
会」をテーマに講演した。
会長はこれからの課題と

率が低下。2000年のデー
タでは胃がん13％、
子宮が
ん14％、
乳がん12％、肺が
ん23％、
大腸がん16％など

してがん検診、情報発信、
国際協力の３つを挙げた。
がん検診では60年に東北
大の黒川利雄博士が「病院
に来院するのは末期患者ば

が17％にとどまり、
この５
つのがんだけで16万人が
死亡していると警告した。
これに対し、米国では40
歳以上の女性で過去２年間

かり。これでは患者を救え
ない」と、検診車による胃
がん巡回検診が宮城県でス
タートした歴史を紹介。こ
の集団検診の有効性が評価
され、66年に胃がん、67
年に子宮がん検診に国の補

検診対象がんの平均受診率
る援助が必要だと述べた。
一方で国立がんセンター
に04年に設置されたがん
予防・検診研究センターが

垣添会長は最後に、がん
は世界的問題で、全世界で
年1000万人ががんと診断
されて600万人が死亡して

にマンモグラフィ検診受診
者が95年に65％、最近は
80％近くに達したとみら
れ、日本では受診率の低さ
ががん死につながっている

同年２月から１年間にがん

いると国際協力の重要性を

検診受診者の成人（男50
歳、女40歳以上）から大

強調。当面、最重要なのは
先進的活動を続けているア

腸がん1.21％、前立腺がん
1.17％、胃がん0.94％、肺

メリカ対がん協会（ACS）
との協力で、ACSは04年

助がつき、83年には市町
村が実施主体となる法律に
基づく検診体制が確立した
と述べた。その一方、98

ことを指摘した。
会長はさらに、有効な検
診を実施するにはり患率、
死亡率が高く、検診に適し
た検査法、早期発見を生か
す治療法があり、検診精度

がんと乳がん0.82％が見つ
かり、がんの発見率は５％
で20人に１人にがんが見
つかるという驚くべき結果
が出たことを明らかにした。
情報発信の分野で垣添会

段階で910億円の収入があ
り、680億円の寄付を集め、
うち３分の２は個人からの
寄付。
「薄く広く寄付を集
める」システムが完成して
いると述べた。また、

年には地方分権の一環とし
て国の補助金が廃止され、
地方交付税に基づいて市町

が高く、検診受診でがん死
の危険性が低下し、費用が
安いことが重要と指摘した。

村が立案、実施する事業と
位置づけられたため、財政

また、受診率を上げるに
は台帳管理など受診対象者

長は官民協調の必要性を強
調、厚労省やがんセンター
と協力して協会に何ができ
るかと問いかけ、がん白書
やニュースレター、ホーム

ACSは３分の２の米国人
に認知されているが、対が
ん協会はこれほどの認知度
がないとも述べ、
「協会の
活動を活発化するには認知

難に苦しむ自治体が検診に
熱意を示さなくなり、受診

の把握、未受診者対策、受
診者の追跡、市町村に対す

ページ、コールセンターの
実現や充実を挙げた。

度を高めていくことも重要
だ」と課題を指摘した。

て国立がんセンターの浜島
ちさと検診評価研究室長

不利益を総合すると、
PSA検査を人間ドックな

は、前立腺がんのマーカー
として利用されている
PSA検査の有効性に関す
る研究の現状を説明。特定
の検査をがん検診に導入

ど任意型検診で利用するの
は別として、住民検診など
対策型検診に導入すること
には問題があるとの見方を
示した。
これを受けて、斎藤部長

検診精度管理研修会
PSA検査の有効性で論議
対がん協会主催の検診精
度管理に関する研修会は９
月13日午前、全国大会会
場に隣接した大分県労働福

診ガイドラインで肺がんに
ついてはＸ線とかくたん検
査が有効とする内容での作
成がほぼ終盤に近付いてい

し、有効と評価するには死

祉会館ソレイユ内で開かれ、 ると報告した。
全国の支部から検診担当者
この後、町井涼子医師が
「精度管理データ入力シス
など約70人が参加した。
研修会は厚労省の「標準
テムの有用性に関する調
的検診法と精度管理や医療
査」で使用するデータ入力

亡率減少や減少の可能性が

経済効果に関する研究班」
との共催で、主任研究者の
国立がんセンター斎藤博・
検診技術開発部長ががん検

んによる死亡を減少させる
うえで有効という証拠はは
っきりしないと述べ、検診
を受けることによる利益や

システムと老人保健事業報
告の指標の精度調査につい
て詳しく説明した。
研修会での話題提供とし

明確になることが必要と指
摘。国内や外国の1000を
超える研究を分析した結
果、PSA検査が前立腺が

は「
（PSA検査を対策型検
診に導入するのは適当でな
いという）研究内容が大き
く報道されたが、われわれ
が心配しているのはPSA
検診を実施している現場で
の混乱だ」と述べ、検診現
場の実情を積極的に報告し
てほしい、と要望した。
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大分アピール ほっとマンマの日
温泉からがん情報発信を
大分アピールは別府温泉

乳がんは自己触診の習慣

で５年前に実現した乳がん
患者が貸し切りで温泉を楽

が、がん検診を受ける動機
付けになります。温泉で自

しめる「ほっとマンマの日」

己触診を知り、早期発見で

運動をテーマに、乳腺外科
医で大分県厚生連鶴見病院
の藤富豊・副院長、別府温
泉の女将で、
「ゆわいの宿
竹の井」の小川雅代社長、

乳房温存手術が可能だった
人もいます。また術後も温
泉が楽しめるようになると
気持ちが前向きになりま
す。ある患者さんはそれが

乳がん患者の小野君子さん
（写真）が共同でアピール
を発表した。
◇
藤富 大分は日本でも有数

心のリハビリですと言われ
ました。
「温泉からがん情
報の発信を」がほっとマン
マ運動です。
小川 別府には2850カ所

を受け入れることにより、
社員の意識が変わりまし
た。「ほっとマンマの日」

心と体の健康について会話
をしましょう。
ひとつ、がんの早期治療

の温泉地であり、別府の町
のあちこちから温泉の湯け
むりが上がっています。乳
がん患者会で、乳がん手術
後に温泉に入れなくなった
との声が多くありました。

以上の温泉の源泉がありま
す。別府に住んでいる人は
共同温泉などで朝夕温泉に
入る生活が当たり前です。
藤富先生から乳がん患者の
皆様が手術後周りの目が気

がお客様の心のリハビリと
なり、温泉で自己触診を知
ることが乳がんの早期発見
につながることになればう
れしいことだと思います。
私ども社員も、
「ほっとマ

により、がんを克服しまし
ょう。がん患者会に参加し
ませんか。体験者と会い、
生の声を聞くことで不安は
小さく、希望を大きく、が
ん生存者としていのちある

大分には温泉好きの方が多
く、大きな温泉に入ること
で心も伸びやかになりま
す。また乳がんはお風呂で、
自分で気づいて発見される

になり、好きな温泉に入れ
なくなった、大きな温泉に
気兼ねなく入りたいとの話
をうかがいました。女将の
会で何とか私たちの温泉を

ンマの日」を通じて人への
優しさから本物のおもてな
しを学び、人との出会いを
大切に、
「ほっとマンマの
日」を息の長い活動として

限り笑顔で楽しく生きてい
きましょう。
ひとつ、がんに対する正
しい知識を持ち、広く社会
への普及活動に手を取り合

ことの多いがんです。お風
呂はがんの早期発見につな
がるきっかけです。
大分県には６つの乳がん
患者会がありますが、ある

利用いただくことができる
のではないかと意見が一致
し、2002年４月、
「ほっと
マンマの日」が誕生しまし
た。当初は毎週水曜だけで

継続していきたいと考えて
おります。

っていきましょう。
全国の公衆浴場に乳がん

小野 「ほっとマンマの日」
は委縮していた気持ちが解

自己触診表が設置されるこ
とを願っています。

き放たれ、大好きな温泉が

手術後のリハビリテーシ

とき別府温泉組合、別府女
将の会に、お昼の利用客が

したが、現在は参加する９
つの旅館ホテルが365日い

少ない時間帯に、乳がん患
者と家族友人だけで利用で

つでも入浴できる毎日が
「ほっとマンマの日」にな

楽しめます。私たちは退院
してからが自分との闘いの
始まりです。協力していた
だいている女将さんたちの

ョン、リンパ浮腫治療が保
険適用されるよう願ってい
ます。
◆

きないかとお願いに行きま

りました。おかげさまで周

思いやり、別府温泉の優し

「ほっとマンマの日」へ

した。併せて乳がんの自己

りを気にすることもなく、

さが心にしみます。

の問い合わせは別府市旅館

検診啓発のシャワーカード
設置も提案しました。温泉
からがん啓発の発信と患者
さんの心のリハビリを願っ
ての行動でした。まさかと

ゆっくりのんびり大きな温
泉に入ることができまし
た、と喜びの声をちょうだ
いしております。
私ども協力する旅館ホテ

「ほっとマンマの日」を
もっと多くの人に知っても
らい、別府温泉で元気にな
ってもらいたいとの気持ち
をこめて、全国の皆様に呼

ホテル組合連合会へ（電話
0977−22−0401）
。
http://
www.beppu-navi.jp/。利
用日は参加施設ごとに曜日
や時間が決まっており、参

思っていたのですが、女将
の会が中心になって、５年
前に「ほっとマンマの日」
として実現したのです。

ルは患者さんを受け入れる
心構えとして社員全員が乳
がんについて勉強しまし
た。「ほっとマンマの日」

びかけたいと思います。
ひとつ、がんの早期発見
のために、年一回は必ず検
診を受けましょう。家族で

加施設に事前に電話予約の
必要がある。家族や友人も
一緒に利用できる。

（4）

（第三種郵便物認可）

対 が ん 協 会 報

2007年10月1日

「協会が独自の政策提言を」
大会シンポジウム
13日午後、大分全日空 「年齢別、階層別にみると
ホテルで「がん対策法施行
それなりのベースがある」
後のがん検診」と題して、 と述べた。また、検診を受
記念シンポジウムが開かれ
けなかった理由で、35歳
た。垣添忠生対がん協会会
から44歳の場合は
「時間が
長が座長を務め、木村慎吾
厚労省がん対策推進室長補
佐、斎藤博国立がんセンタ
ー検診技術開発部長、谷口
一郎大分県地域保健支援セ

取れなかった」
が40％台と
多いが、
65歳以上では「必
要なときいつでも受診可
能」が40％以上で、
受診し
ない理由が世代で異なるう

ンター参与、坪野吉孝東北
大学公共政策大学院教授、
若尾文彦国立がんセンター
がん対策情報センター長補
佐の５氏が出席した
（写真）
。

え、
65歳以上では通院率が
50％以上あり、
受診率向上

木村氏は基本計画に、今
後５年以内にがん検診受診
率を50％に上げる数値目
標が盛り込まれたのを受
け、受診率は平成16年の
国民生活基礎調査では子宮
がん20.8％、乳がん19.8％
など低い状況を紹介した。
そのうえで年代別にみると
4 0 代女性では乳がん
25.1％、子宮がん32.8％で、

に、663万503人が受診、
47万6229人が要精検とさ

クなのに、検診受診率は
60代がピークとなるなど

れ、うち25万9776人は何
らかの精検結果が回収され
たが、９万6799人は未把
握、11万9654人は未受診

大きな不一致があると述べ
た。また、都市部の大分、
別府両市で検診受診率が低
く、行政も熱意がないなど

で結果のフィードバックが

問題の多い現実を指摘した。

実現する体制をつくるには
有効性の確立したがん検診
を正しく行うことが重要
だ」と述べた。また、工業
製品の品質管理の手法でが
ん検診をみると、品質と達

されていないのが問題だと
述べた。
坪野氏は、韓国政府が検
診事業の主体となっている
実例を紹介、我が国では基
本法が施行されたものの、

若尾氏はがん医療に関す
る情報の不足感が強く、診
療レベルに施設間格差が存
在するなど、がん医療に患
者の不満や不安が強い現実
を紹介。がん情報提供体制

成度の分析が不十分で、改
善手段を講じる視点が欠如
していると指摘した。さら
に、老人保健事業報告の
05年の大腸がん検診を例

検診実施主体に法の規定が
なく、費用負担も地方交付
税で措置されているだけ
で、基本法成立以前の現状
を追認しているにすぎない

の全国的な整備状況やがん
センターのがん情報サービ
スの現状について説明した。
会場からの質問で、宮城
県対がん協会の久道茂会長

に医療機関の手を借りる可
能性についても示唆した。
斎藤氏は「死亡率減少を

乳がん検診施設を公募
がん戦略研究

と批判。そのうえで、がん
は検診受診率の実態がはっ
征圧に取り組む最大の民間
きりしない現実を踏まえ、
団体である対がん協会が、 「米国の受診率はサンプリ
がん検診のあるべき姿につ
ング調査だと思うが、日本

厚生労働科学研究「戦略

ることが有効かどうかを確

いて、独自の政策を構想し

でも国全体を代表するよう

研究（がん対策のための戦
略研究）
」の「乳がん検診

かめるため、昨年度から平
成22年度までの予定で行
われている。40代の女性
約12万人が対象。
４月の第１期公募で全国か
ら10の団体（施設）を採

て提言すべきだと提案。ま

なサンプリング調査の実施

た理想的ながん検診のあり
方として対象年代の80％

が必要で、がんセンターな
どが担当すべきだ」と述べ

が５臓器の検診を定期的に
受診すると、検診と検診外

た。
また、
正確な検診率調査
を実施するため、人間ドッ

ん協会内の「がん対策のた
めの戦略研究推進室」
。

を合わせた医療費は1709
億円増えるが、平成16年
のがん医療費２兆3306億
円を減らし、がん死５万
9111人を救命する可能性
があると述べた。

ク学会など関連学会との連
携が必要とも指摘した。
癌研有明病院の武藤徹一
郎院長は「（がん検診が）
外国ではうまくいっている
という話をよく聞くが、実

公募要項、応募申請書、
研究実施計画書は、同協会
のホームページ参照。
（http://www.jcancer.jp）

大分県で子宮がん検診を
している谷口氏は県内の検
診の実情を紹介、子宮がん
患者の治療は30代がピー

情を知ることが必要。厚労
省がしっかり調べて知らせ
ることが重要ではないか」
と問題を提起した。

における超音波検査の有効
性を検証するための比較試
験」（J-START=Japan
Strategic Anti-cancer
Randomized Trial on
Breast Cancer）研究班は、
研究に参加する検診実施施
設を第２期公募している。
締め切りは11月２日。
この研究は、国の指針で
乳がん検診の基本となって
いるマンモグラフィ検査に
加え、超音波検査を導入す

択。続いて今回、第２期公
募を行っている。
公募事務局は、日本対が
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全国大会レセプション

がん征圧全国大会の歓迎
レセプションは大会前日の
13日午後６時から大分全
日空ホテルで開かれた。朝
日がん大賞の森山紀之氏と

年は協会設立50周年で、朝
日新聞としても一層の支援
をしたい」
とあいさつした。
会場では地元大分市の国分
神楽が登場、会場を沸かせ

日本対がん協会賞を受賞し
た６氏、２団体の代表者が
紹介され、大きな拍手を受
けた（写真上）。来賓の秋
山・朝日新聞社長は「対が

た
（写真右上）
。また、会場
入口には乳腺専門医で大分
県厚生連鶴見病院の藤富豊
副院長らが、乳がん患者が
安心して温泉に入れる「ほ

ん協会は朝日新聞創立80

っとマンマの日」をＰＲし

周年と同時に誕生した。来

た
（写真右、
関連記事３面）
。

リレー・フォー・ライフ芦屋
兵庫県芦屋市の総合公園

子供たちが目を輝かせたの

のステージでは多彩な催し
が実施された。
最初に登場したのは芦屋
市海岸通りにできた海岸町
に誕生した仲良しバンドの

はボランティアによる絵本
の読み聞かせ
（写真下右）
。
夜に入ると、周回コース

Ashiya Seaside Story
（写真左）
。この後、Reika

んで亡くなった方々に黙と
うを捧げた後、リレー・ウ
ォークの参加者らが静かに
歩き続けた
（写真下左）
。

シスターズなど地元のグル
ープが次々に登場して参加
者の大きな拍手を浴びた。

や芝生の壁面にルミナリエ
のろうそくが点灯され、が

（6）
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リレー・フォー・ライフ奮闘記
大隅憲治 関西実行委員会統括リーダー
リレー・フォー・ライフ

ち解けるやさしい空間。一

ちろん、平日にも開かれる

（命のリレー）
。がん患者・
家族だけでなく、一般市民
が広く集い、昼夜を通じて
リレーして歩くことで、社
会全体でがんと向き合う連

周歩くごとに明るく元気に
なる人たち。みんなこの日
を楽しみに体調を整え、出
会えた奇跡を喜び、再会を
約して帰っていく…そんな

ようになっていた。
そうして、迎えた本番。
参加者の想いに、自分達の
想いを重ね、全国の仲間と
勇気を分かち合い、がんに

帯感を育もうというチャリ
ティ・イベントだ。９月16
日、前日から24時間続い
てきたリレー・フォー・ライ
フ芦屋のフィナーレでは、

人達との出会いに癒されて
いく中、私自身が、前を向
いて歩いていく勇気をもら
っていた。
関西に戻り、リレー・フ

関心の薄かった人たちに想
いを伝える日がやってき
た。会場には、予想をはる
かに上回る、延べ４千人も
の方がご来場下さっていた。

会場全体が一体となって感
動し、涙しながら抱き合う
光景が見られた。患者・家
族・一般市民の想いがひと
つになった瞬間だった。

ォー・ライフという素晴ら
しいイベントがあることを
周囲に話し、いつの間にか
1 0 0 人以上の人が集まっ
た。関西でもリレー・フォ

最初の一周はサバイバー
ウォーク。今日まで精一杯
生き抜いてこられた方々の
晴れやかな顔が見える。続
いて、各チームのリレー・

間に渡るイベントがフィナ
ーレを迎える。
24時間は長かった。厳
しい日差しに照らされ、風

私がリレー・フォー・ライ
フに出会ったのは、妻を亡
くして半年になる昨年７月
のことだった。妻はスキル
ス胃癌で亡くなった。享年
37歳。
支えて下さった周囲

ー・ライフをやってみよ
う！ ワイワイガヤガヤと
楽しい打ち合わせ。
けれど、
癌を何とかしたい、生きて
いく希望や勇気を分かち合
いたい、という根っこの想

ウォーク。チームフラッグ
は団結の証だ。想いを込め
て黙々と歩く方。にこやか
に語り合う方。ステージで
は、病院を抜け出してこら
れた方が命の歌を熱唱し、

ルミナリエの灯が消える
頃、輝かしい夜明けが待っ
ていた。24時間は短かっ
た。まるで人生の喜怒哀楽
を凝縮したような濃密な一
日だった。そんな24時間を

への感謝の気持ちを残して
旅立っていった。残された
私は、喪失感と無力感から
引きこもる日々だったが、
妻が残した感謝の気持ちを

いは共通だ。楽しい打ち合
わせの一方で、涙ながらに
語り合う日々。私は、リレ
ー・フォー・ライフを開催
したいと思う一方、この仲

テントでは、サバイバーが
子供達へと命の絵本を読み
聞かせている。ルミナリエ。
2 0 0 0 個のキャンドルに、
がんに斃れた方を偲び、が

過ごした会場の人たちは、
不思議な感動に包まれて、
抱き合って涙を流していた。
リレー・フォー・ライフ芦
屋は大きな感動を伝えて終

行動で表したいと考えた
頃、つくば市で日本初のリ
レー・フォー・ライフが開

間といつまでも一緒に過ご
したいと思うようになって

んと闘う方を応援するメッ

わった。これほどまでに感
動が大きかったのは、たく
さんの方の想いが込められ
た手作りイベントだったか
らだ。

かれることを知り、ボラン
ティア・スタッフとして参

いた。
困難もたくさんあった。
でも、熱意が通じたのか、

セージが書かれている。
｢HOPE｣というキャンドル
文字に込められた祈り…キ
ャンドルラン。市民ランナ

が戻され、お昼には24時

雨にも晒された。けれども、

加した。
右も左も分からずに参加
したリレー・フォー・ライ
フ。心の底では、癌なんて
もうたくさんだと思う自分

素人集団の危なさを見かね

がいる。けれど、癌から目
を背けられない。癌と闘っ
た日々は、私たち夫婦が生
き抜いた日々でもあったか
らだ。そんな複雑な心境で
飛び込んだ私を迎えてくれ

メディアの方…数え切れな
い方々が、リレー・フォ
ー・ライフを応援して下さ
るようになっていた。準備
は本当に大変だった。取り
交わす電子メールはピーク

一人の医師が走ることから
始まったように。テレビを
見て、寄付だけでもと深夜
に駆けつけて下さった方も
いる。夜を徹して語り明か
す人、ルミナリエに込めら

全国へと輪を広げていくこ
とが大切だ。その輪が広が
ることで、患者・家族が勇
気と希望を分かち合い、健
常者との連帯が得られるは
ずだ。その積み重ねが、社

たのは、とても温かく、そ
れでいて命というものと真
摯に向き合う人々だった。

時には一日200通を超えて

れた祈りを一つ一つ刻み込
む人、それぞれの夜が更け
る…そして、朝。ランナー
からサバイバーへとタスキ

会全体でがんと向き合う機

初対面の人でもすぐに打

たのか、だんだんと手伝っ
て下さる方が増えてきた。
地元の方、ボランティアの
方、行政の方、企業の方、

いた。最初は月に一回程度
だったミーティングも、追
い込みの時期、毎週末はも

ーが夜を徹してタスキをつ
なぐ。これまで癌と関わり
の薄かった方も、走ること
で応援して下さる。そう、
リレー・フォー・ライフが、

リレー・フォー・ライフ
は一回で終わるイベントで
はない。込められた沢山の
想いを、次のリレー・フォ
ー・ライフへとリレーし、

運を高め、いつの日か、が
んで苦しまなくてもすむ世
の中になるよう願っている。
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15日午後４時過ぎから

03年４月、妻と両親とと

明かした。舞さんは去年３
月にがんと分かったが、最
初はピンと来なかった。だ
が、
運命は決まっている、
ケ

は「サバイバートークショ

もに告知を受けたが、
３カ

セラセラでなるようにしか

達がいて、うれしかった」

ー」が行われた。司会は卵
巣がんの片木美穂さん。サ

月ほどは「うつ状態」にな
り、ほかのことは考えられ

ならない、やれることをや
ろうとパソコンを病室に持

と鉄人さん。舞さんは「入
院は４人部屋だったが、病

バイバーとして出演したの
は肺がんの三浦秀昭さん、

なかった、
と話した。
鉄人さ
んは11年前に膀胱がんの

ち込んだ、と経験を話した。
「ネットで病気のことを

気にならないと出会えない
素晴らしい人と会った。

膀胱がんを経験したトライ
アスロンが趣味の鉄人28号
＠藤浦さん、
上咽頭がんの
星野舞さん
（写真、左から）
。
出席者がそれぞれのがん

告知を受けたが、マイホー
ムを建てたばかりの時期。
負けるわけにはいかない、
がんに勝ってやるぞと気分
が落ち込むことはなかった

調べれば調べるほど落ち込
んだが、調べていくと闘病
記に突き当たる。小説を読
むより壮絶な闘いをしてい
る人がたくさんいることに

Mixiの癌でもいいじゃん
のチームの人ともきょうい
っぱい会えた」と、リレ
ー・フォー・ライフでの出
会いをたたえた。

体験を話し、三浦さんは

が、副作用には苦しんだと

感動した」
と三浦さん。
「入

三浦さんはセカンドオピ
ニオンの取り方について、

サバイバートーク

院すると見舞いに来る人が
みな頑張ってくれという。
だが、一人だけ『負けたら
あかん』と言ってくれた友

「先輩から、
１人から聞いた
話を信じるな、３人から４
人の意見を聞けとアドバイ
スされていた。しつこく聞
くなかで医師とのコミュニ
ケーションもできるように
なった」と明かした。
鉄人さんは「もし医師の
意見が一致しなければ、別
の意見を聞いた方がいい」
。
舞さんは「今の主治医を信
頼しているが最初はなかな
か言えないこともあった」
と明かした。

多彩な催しに共感の輪
「リレー・フォー・ライ
フ2007 in 芦屋」は和太鼓

想はなかったが、つくばで、
体の中から突き抜けるよう

のパフォーマンスでにぎや
かに幕開けした。山中健・
芦屋市長は「がん患者との
交流を芦屋から発信した
い」とあいさつ。広瀬幸
雄・対がん協会理事長は

な喜びを感じた。素敵なル
ミナリエもあるので是非、

「日本初の24時間継続のリ
レー・フォー・ライフが実
施されるのは大変意義深
い」と述べた。次いで俵萌
子・がん患者団体支援機構

体験者によるサバイバー・
ウォークがスタート、割れ
るような拍手の中をさまざ
まなグループが後に続いた。
夜に入って、亡くなった

理事長が「昨年、サバイバ
ーの一人としてつくばに参
加した。これまで自分がが
んを患ったことに格別の感

がん患者を偲び、がんと闘
う多くの患者と思いを共有
するルミナリエが始まり、
芝生上や周回コースのキャ

夜まで残って」と呼びかけ
た。
午後１時半、紫の大横断
幕を先頭にがん患者やがん
ンドルが次々に点灯された。
16日午後零時半からは
午後9時からはウルトラ
エンディングセレモニー
マラソンがスタート、１周 （写真）が始まった。ステ
668メートルの陸上競技場
ージを埋め尽くした参加者
外周コースを翌日午前9時
までの12時間に多い人は

が日本初の24時間継続の
リレー・フォー・ライフを

150周以上もし、100人近
くが朝まで走り抜いた。

成功させた喜びをかみしめ
た。
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命のリレー、兵庫・芦屋で開催
「リレー・フォー・ライ
フ・ジャパン2007 in 芦屋」
（主催・日本対がん協会、

16日の両日、日本初の24
時間イベントとして兵庫県
芦屋市の総合公園陸上競技

リレー・フォー・ライフ関
西実行委員会）が９月15、

場で開かれた。
最高気温が32度を超え

る暑さの中、昨秋、茨城県
つくば市で開催された第一
回の約1000人を大幅に上
回る参加者があり、15日
午後７時からは N H K の

ETV特集でも生中継され、
がん患者支援のイベントと
して大きな盛り上がりを見
せた。
（５、
６、
７、
８面に関係記事）

