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命のリレー、東京・船の科学館で
雨天の中、
1500人が参加
「リレー・フォー・ライ
フ・ジャパン2007 東京」
（主催・日本対がん協会、
ＲＦＬ2007東京実行委員
会共催）が９月29日と30
日、東日本では初めての
24時間継続イベントとし
て東京・港区の「船の科学
館」を会場に開かれた（関
係記事２、
３面）
。
日中の最高気温が20度
以下と前日よりも10度以
上下がり、両日とも雨天と
いう悪条件の中、昨年９月
に茨城県つくば市で開催さ
れたエキシビジョンを上回
る約1500人が参加、がん
患者、支援者、協賛企業や

先頭に、がん患者やがんを

に耳を傾けた。

属団体の旗を手に、長時間

ボランティアの人たちの協
力で、無事終了した。
イベントは29日午前10
時、垣添忠生会長のあいさ
つで始まり、午前中は参加

克服したサバイバーによる
サバイバ−ラップがスター
ト（写真）
。翌日正午まで
リレーが引き継がれた。
午後１時半からは船の科

29日午後６時半からは
がんと闘った人々の勇気を
たたえ、がんで亡くなった

走り続ける人もいて、暖か
い拍手が贈られていた。
命のリレーは30日正午、
がん患者やサバイバーを先
頭にしたラストラップで終

チームの紹介やウォーキン
グ指導が行われた。
正午にＲＦＬ東京実行委
員長を務めた竹中文良ジャ
パン・ウェルネス理事長を

学館内にあるオーロラホー
ルで患者会、医療者、企業、

にキャンドルを並べて、静
かな雰囲気の中で行われ
た。
終日冷たい雨が降り続く
厳しい条件の中、企業や所

雨の中をスタートしたサバイバーズラップ。前列右から2人目が竹中文良ＲＦＬ東京実行委員長。

有識者が参加した第一回サ
バイバーシップサミットが
始まり、100人近くが熱心

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。

人を偲ぶルミナリエが科学
館内の流れるプールの周囲

了、この後、科学館玄関前
で閉会セレモニーが開か
れ、参加者やボランティア
が24時間の健闘を互いに
たたえあった。
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サバイバーシップサミット
患者会、企業が一堂に
９月29日午後、オーロ

知から末期まであらゆる状

ラホールで講演会が開かれ
た。まず、竹中文良実行委
員長が「二度のがん体験か
ら見えてきたもの」と題し
て基調講演。21年前の86

況でメンタルサポートが必
要だと指摘、ジャパン・ウ
ェルネスではこれまで約
1300人の患者をサポート
してきた、と述べた。さら

年に大腸がん患者として
「がん」と向き合ったこと、
01年にはがん患者サポー
トシステム、ジャパン・ウ
ェルネスを立ち上げ、支援

に、竹中氏は「自分がどん
な状況になっても希望を持
ち続けることが重要だ」と
指摘し、
「Patient Active」
の重要性を訴えた。

にがんが散らばっているが
12年も生きている」と語
ったことに強い印象を受け
たと話した。

たい」と語った。
司会をした実行委員会事
務局長でジャパン・ウェル
ネスの大井賢一氏は「患者

者として「がん患者」と向
き合ったこと、さらに10
年前からＣ型肝炎と診断さ
れていたが、専門医を受診
せず、06年には再び肝臓

この後、患者、医療者、
中外製薬の逢坂誠俊氏は
参加企業の代表者による初 「患者や医療者、製薬企業
のサバイバーシップサミッ
など関係者すべてが集まる
トが開かれた（写真）
。が
サミットを是非、やりたい
んに関わる患者会や製薬企
と思っていた。がんと闘う

会や企業の代表が立場を超

がん患者として「がん」と
向き合った体験を紹介。①
早期発見、早期治療の機会
を逃さない、②気になる症

業などが立場を超えてテー
ブルを囲むのは初めて。

状があれば専門医を受診す
る、③慢性肝炎のような病

「癌と共に生きる会」の
海辺陽子氏は「米国のＭＤ
アンダーソンがんセンター
を視察したとき、化学療法

すべての人のパートナーに
なりたい」と述べた。
医療法人社団秀真会の玉
置秀司理事長は「がんで父
親を亡くしたが、歯科医で
ありながら口腔ケアが十分

最後に、読売新聞社会保
障部の本田麻由美氏が「今
日は初顔合わせ。製薬企業
５社が患者会と同じテーブ
ルに着いたことに感激し
た。こうした場ができたこ

気が見つかった時はフォロ
ーを十分にする、④がん告

を受けている患者ががんも
糖尿病も同じ。おなかの中

できなかった。できるだけ
いろいろな方面から協力し

とは心強い」としめくくっ
た。

降りしきる雨の中、参加
者は傘を手に歩き続けた。

られた（写真左下）
。ルミ
ナリエの終了まで、亡き人

ケアリングクラウン研究会
の人たちもクラウン装束の
まま、歩き続け、拍手を受
けていた（写真左上）
。夜
の最大のイベントは流れる

を偲んでキャンドルにずっ
と寄り添う人もいた。
船の科学館玄関では特設
ステージの雨を避けてミニ
コンサートが開かれた。バ

プールの周囲に並べられた

イオリニストの塚本香央里

キャンドルをともすルミナ
リエ。がんと闘う友人やが

さんは「Ｇ線上のアリア」
などバイオリンの名曲を

んに斃れた家族や友人を偲
ぶ多くのメッセージが寄せ

次々に演奏し、聴衆を魅了
した（写真右下）
。

えて参加するこの場を相互
理解の場として、今後も継
続的に会合を重ねていきた
い」と述べた。
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リレー・フォー・ライフ東京を終えて
RFL2007東京実行委員会事務局長
私たちは、今年４月にア

い社会づくり、がん研究と

メリカがん協会のリレー・
フォー・ライフ・トレーニ
ングに参加した。そこで、
リレー・フォー・ライフと

教育の普及などをテーマと
して「がん啓発」を世界各
地で展開している。私たち
は、このコンセプトを踏襲

は、
「がん啓発」のための
チャリティイベントであ
り、24時間のリレーウォー
クイベントであると理解し
た。当初、
「なぜ24時間に

して、
「がんで亡くなられ
た人たちを偲び、がんと闘
う人たちを支援し、がんを
克服された人たちの勇気を
讃える」をメッセージに、

も及ぶイベントなのか」と

リレー・フォー・ライフ東

疑問に感じていた。その疑
問に対して「がん患者さん
とそのご家族は、がんと
24時間365日向き合ってい

京の開催準備を進めた。
こうした素晴らしいコン
セプトを踏襲して開催する
にしても、東京という土地

る」とアメリカがん協会の
スタッフが回答したのを印
象的に覚えている。
そして、
リレー・フォー・ライフの
根底にあるコンセプトはサ
バイバーシップであること

大井賢一

ＲＦＬ2007東京の実行委員会メンバー。中央が大井賢一氏。

ことは、啓発されたのは参

を恐れない社会をつくる」

加された市民の皆さま以上
に、私たち実行委員ではな
かったか、私たちはリレ
ー・フォー・ライフ東京を

であった。まさに私たちは、
このイベントを進めるうち
に各自が責任を持って有機
的に働く組織となっていっ

通じて「啓発＝リーダーシ

た。
その意味では、
リレー・

柄で24時間のイベントを
開催できる会場があるの
か、という問題を解決する
のに多くの時間を割いてし
まった。しかし、それは船
の科学館の全面的な協力に

ップ」とは何かを学ぶ機会
を得たのではないかという
ことである。
こうした市民運動にはい
ろいろな人々が集まり、そ
もそも実行委員会なるも

フォー・ライフ東京そのも
のが新しい「がん啓発」の
あり方の誕生を助ける「助
産師」の役割を担ったと言
えるかもしれない。
そして、何よりも私たち

を知った。
サバイバーシップは、
1986年にアメリカで新し
いがん生存の概念として打
ち出された。それは、
「長

よってクリアされた。
加えて、準備期間３か月
という短期間でリレー・フ
ォー・ライフ東京を実現で
きたのは実行委員として参

の、一枚岩の集団にならな
い。したがって、自分の能
力をテコとして用いること
ができない限り、コンセプ
トを踏襲し、ヴィジョンの

を突き動かしたものは、ヴ
ィジョン達成に向けた、何
かをしようとしている人を
啓発できるような能力が実
行委員個々の中に芽生えた

期生存を意味するだけのも
のではなく、がんという疾

画いただいた患者会や企業
の皆さま、そしてボランテ

患や治療効果の有無という
ことを越えて、がんと診断

ィアの皆さまのご協力やご
支援あってのことと、感謝

された時から人生の最期ま

の気持ちでいっぱいであ

ために人の先頭に立つこと
はできない。まして有志の
集団であるから会社のよう
な指示系統もなければ、
「そこに立てば人を導ける」

ことによる。その啓発でき
る能力こそがリーダーシッ
プであり、私たちはリレ
ー・フォー・ライフ東京を
通して、このリーダーシッ

でがん生存者であり続け

る。

というポジションはどこに

プとは何かを学んだように

る」という概念であった。
言い換えるならば、医学的

リレー・フォー・ライフ
東京は、悪天候にも関わら

もない。
RFL2007東京実行委員

思う。
リレー・フォー・ライフ

見地から治療効果を評価し
た生存期間を重視するもの

ず1500人もの方に参加い
ただいた。そして、参加者

会は、そこに関わる実行委
員一人ひとりが主体性や当

は、まさに「啓発＝リーダ
ーシップ」の手段であった

ではなく、発病し、がんと
診断された時からその生を
全うするまでの過程を、い
かにその人らしく生き抜い
たかを重視した思想である。
このコンセプトに基づい

から「24時間のリレーに
勇気をいただいた」
「がん
になっても 自分らしく生
きる ためのサポートが社
会にあるんだ」との声が寄
せられ、
「がん啓発」の機

事者意識を持ち、それぞれ
の立場を越えて、お互いに
「がん啓発」というヴィジ
ョンに向けた役割を探求で
きる場となった。詩人イェ
ーツは「夢見たときから責

と思う。そして、そのリー
ダーシップによって、がん
啓発は牽引されていくよう
に思う。最後に、主催者で
ある日本対がん協会には、
がん啓発のリーダーとして

てリレー・フォー・ライフ

会を有意義に活用いただけ

任ははじまる」と言った。

リレー・フォー・ライフを継

は、高いQOL（生命の質）
の確保、家族を含めた地域
支援体制の確立、偏見のな

たのではないかと思ってい
る。
しかし、私たちが感じた

ヴィジョンとは目覚めたま
ま見る夢である。私たちが
見たヴィジョンは、
「がん

続していくためのリーダー
シップを発揮していただき
たいと切に願う。

全国と各都道府県の表の数字は上から総数、男、女の順。死亡率は人口10
万人当たりで、人口は「2006年10月1日現在推計人口（総務省統計局）
」を
使い、日本対がん協会で算出した。
「順」は死亡率の全国比較順位で、死

亡率の最も高い数値が1位。部位別のうち「大腸」は「結腸がんと直腸Ｓ
状結腸移行部がん」の合計、
「肝」は「肝及び肝内胆管」の、
「肺」は「気
管、気管支及び肺」の略。

厚生労働省人口動態統計（確定数）から、日本対がん協会作成

2006年 都道府県別のがん死者数・死亡率
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イベントは大盛況
東京は約5000人が参加
10月７日、ピンクリボ
ン・スマイルウォーク東京
会場の出発地となった東京
ミッドタウンの芝生広場は
好天に誘われた家族連れや

師、スポーツキャスターの
萩原次晴さん、シンガーソ
ングライターの大野靖之さ
んらを交え、トークショー
が行われた。

グループなどで大にぎわ
い。対がん協会も乳がん自
己検診のための「乳房触診
モデル」を出展し、関心を
集めた。ピンクリボンの趣

大原さんは21歳の若さ
で乳がんと診断され、手術
を受けた自分の体験を紹
介、早期検診の重要性を訴
えた。

旨に賛同し、募金を寄せて
くれた人も多かった
（写真）
。
ウォークには女性だけで
なく、男性や家族連れの子
供たち、場所柄からか外国
人カップルの姿も目立った。
ウォーク終了後にはステ
ージで映画「Mayu−ココ
ロの星−」原作者の大原ま

も20人に１人がかかる病
気。
しかも、
若い人がなりや

題として取り組む必要があ
る」と問題提起した。

これに先立って前日の
６日には有楽町朝日ホール
でピンクリボンシンポジウ
ムが行われ、一般を対象に
した第１部では愛知県がん

すく、
30代、
40代、
50代の女
性では死因の第一位。乳が
んで亡くなる人はアメリ
カ、イギリスでは90年代

この後、「あけぼの会」
のワット隆子会長と乳がん
を体験した女優の大空真弓
さんとのトークが行われ

をピークに下がってきた

た。聖路加国際病院乳腺外

センター中央病院乳腺科部
長の岩田広治医師が「乳が

ゆさんが札幌からかけつ
け、名古屋医療センター放

んの早期発見・早期診断・
早期治療の重要性−笑って
退院できるように」と題し
て講演、
「乳がんはアメリ

が、日本ではまだ増え続け
ている。これは早期発見が
遅れているのが原因」と検
診の重要性を強調。
「乳が
ん検診率が低いのは受けた
くても受けられない現実が

科部長の中村清吾医師、癌
研有明病院乳腺科外来の乳
がん看護認定看護師の武石
優子さんら専門家を交えた
パネルディスカッションも
開かれ、約700人が熱心に

射線科部長の遠藤登喜子医

カでは８人に１人、日本で

あるからだ。社会全体の問

聴き入った。

公益目的事業といえるかど
うか」との質問には、
「い
まの段階ではなんともいえ

できないものではない。山
間、僻地や離島でやってい
る場合は一般的に公益性が

公益法人認定勉強会
結核予防会などと合同で
日本対がん協会、結核予
防会、予防医学事業中央会
の３団体合同による公益法
人認定についての勉強会が
10月15，16日、東京・大

益財団法人の認定等に関す
る法律（認定法）の５条各
号の公益認定基準について
ひとつひとつ詳しく説明。
また、公益認定申請に関す

ない。事業の類型別にチェ
ックポイントを作って判断
してくつもりだ。チェック

高いといえるが、どこで線
引きするか、これから議論
していく」と述べた。

ポイントについては、パブ
リックコメントを求める機

３団体では、今後も歩調
を合わせ、公益認定に向け

手町で開かれた。
公益認定は各団体の存立
の基盤にかかわる問題だけ
に約100人が参加し、２日

る手続き、認定申請のさい
の添付書類などについても

会を設けたい」と答えた。
また、民間との関係につ
いて、
「検診事業は民間で

た取り組みを強めていく意
向だ。

間にわたって熱心に講義を
受けた。

基本的な考え方について一
通り触れたあと、認定申請

日本対がん協会近畿ブロ

初日は、公益法人運営コ
ンサルタントの渋谷幸夫氏
が「公益認定等に係わる政
令･内閣府令の詳細解説と
その対応について」と題し

に当たっては、積極的に公
益性を訴えていくべきだと
の考えを示した。
２日目は、内閣府の公益
認定等委員会事務局の佐伯

ック会議が10月11日、大
阪市内で開かれた。
受診率50%実現の取り組
みについての討議では、地
元医師会や大学との連携に

もに、患者負担を減らすた
めの財政出費をどう考える
のか国をただす必要があ
る、との意見も出された。
東北・北海道ブロック会議

約5時間講義した。
渋谷氏は、９月７日に公
布された政令・府令に基づ
いて、公益社団法人及び公

修司参事官が「公益法人制
度改革の目指すもの」と題
して講演した。
「がん検診や特定健診は

よる地道だが有効な連携を
模索する一方、レディスデ

は16日、
福島市内で開かれ、
検診受診率向上の各支部で
の試みについて熱心な意見
交換と討議が行われた。

詳細に解説した。
最後に、公益目的事業の

大阪と福島でブロック会議

ーの創設で受診者が増えた
事例が紹介された。先進的

な取り組みを共有するとと

（8）

（第三種郵便物認可）

対 が ん 協 会 報

2007年11月1日

神戸
ピンクリボン・フェスティバル 東京、
仙台で
乳がんの早期発見、早期

11㌔のコースに5000人以
診断、早期治療の重要性を
上が参加する大盛況だった
訴えるピンクリボン運動に （写真）
。
協賛し、朝日新聞社が主催、
フェスティバルの催しは
日本対がん協会などが後援
仙台では13日に勾当台公
するピンクリボン・フェス
園市民広場でスマイルウォ
ティバルが東京、神戸、仙
台の3都市で実施され、ス
マイルウォーク、シンポジ
ウムなど多彩な催しが大勢
の参加者でにぎわった（７

ーク、21日に仙台国際セ

面に関係記事）
。
このうち東京では10月
６日、有楽町朝日ホールで
シンポジウムが開かれ、約
700人が参加、乳がんを克

イルウォークが実施され、
いずれも例年を大幅に上回
る参加者があった。
乳がん月間に合わせ、日
本対がん協会では１日から

服した女優の大空真弓さん
と乳がん患者の会「あけぼ
の会」のワット隆子会長と
の軽妙なトークに聞き入っ
た。翌7日には今春、開業
したばかりの東京ミッドタ

５日まで専門医による乳が
ん電話相談を実施したが、
１人15分、40人分の相談
枠が受付開始からわずか
20分程度で埋まってしま
い、すぐにキャンセル待ち

はかかるという乳がんへの
社会の関心の高まりを実感
させる結果になった。

プが実施されたほか、各地
で運動に協賛する団体や企
業による多彩な街頭キャン

ウン芝生広場でスマイルウ
ォークが行われ、６㌔と

の人が出るほど。20人に
１人の女性が生涯のうちに

また、東京都庁やレイン
ボーブリッジのライトアッ

ペーンなどが行われ、大き
な盛り上がりを見せた。

ンターでシンポジウム、神
戸でも27日に神戸ポートピ
アホールでシンポジウム、
28日に東遊園地からスマ

