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都道府県がん対策推進計画
7府県が昨年度内に未策定
国上回る目標目指す県も

入、
がんの診断・治療に関す
る最先端の情報や技術を共
有し、診療レベルの向上を
図ることを目標にしている。
富山県では部位ごとのが
ん死亡率を考慮し、胃がん
検診は50代、肺がん検診
は60代、大腸がん検診は
50代、乳がん検診は40代、
子宮頸がん検診は20代か
ら30代と重点年齢での検

厚生労働省が各都道府県
に３月末までに策定するよ
う求めていた都道府県のが
ん対策推進計画が４月14
日現在で、青森、新潟、三

診受診の取り組みを強化す

重、滋賀、大阪、奈良、岡
山の７府県で未策定である
ことがわかった。厚労省が
５月16日に開いた第７回
がん対策推進協議会（会
長・垣添忠生対がん協会会

森県は「５月上旬までに策

長）
で明らかにした（写真）
。
都道府県のがん対策推進
計画は昨年施行されたがん
対策基本法で各都道府県に
策定が義務づけられてい

定予定」
、新潟県は「調整
が終わり次第、パブリック
コメントなどを経て策定」
。
三重県は「今年度早期に策
定完了予定」、滋賀県は

る。厚労省は07年度末ま
での策定を求めていた。75
歳未満のがん死亡率を10
年以内に２割減らす、５年
以内にがん検診受診率を

2008年
（平成20年）
６月１日（毎月１日発行）

「今年度に策定」
、大阪府は
「今年度夏に策定予定」
、奈
良県は「今年度中に策定予
定」
、岡山県は「９月に策
定予定」とそれぞれ回答し

策定状況と同時に同省
は、都道府県がん対策推進
計画に記載されている先駆
的な事例を公表した。
それによると、宮城県で
は胃がん、肺がん、大腸が

率を50％にするのが目標。
兵庫県は大腸がん、乳が
んの検診受診率の目標を
60％に設定している。
和歌山、鳥取、徳島、愛

ん、子宮がん、乳がんのが
ん検診受診率を2010年度
段階で70％以上にするこ
とを目標にした。
山形県でも胃がん、大腸

媛、大分、宮崎、沖縄の各
県では検診後の精密検査の

計画は今後、各地域のがん
対策の要になるが、計画策
定スタート段階から地域の
取り組みや意欲にかなりの
差がつく結果になった。

50％以上にするという国

ている。

がん、乳がんの検診受診率

の基本計画に基づいて、地
域の実情に合わせて策定す

厚労省では５月26日に
開く全国がん対策関係主管

の目標値を国の50％を超
える60％以上に設定した。

ることになっている。
厚労省の調査に対し、青

課長会議などを通じ、早急
な策定を求めるとしている。

茨城県では拠点病院間で
テレビ会議システムを導

がんホットライン

月〜金 午前10時〜午後4時

03−5218−4776
日本対がん協会は、看護師や社会福祉士が、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。月〜金曜の午前10
時から午後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、03−5218−7070（予約専用電話）へ。

ることにしている。
福井県は40代の乳がん、
50代の大腸がんの検診受
診率を日本一にする、具体
的には4年以内に検診受診

受診率を100％にする目標
を掲げている。
都道府県のがん対策推進
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岐阜、
愛知で支部長が交代
新 支 部 長
岐阜 亀山
（かめや
ま・しげ
る）
氏
県健康長
寿財団理
事長。61

令日は新任が４月１日、退
任は３月31日付。
◇
岐阜 支部長 亀山 ▽副
支部長 古川一美▽退任
青山二美雄（副支部長）
愛知 支部長 伊藤敏雄▽
常務理事 有海正幸▽退任
藤岡正信（支部長）
、佐野
昭二（常務理事）
兵庫 副支部長兼事務局長
田口章▽退任 渡辺裕（副
支部長兼事務局長）
香川 副支部長 山田哲也
▽退任 細松英正（副支部
長）

歳。
愛知

伊藤

敏雄（いと
う・とし
お）
氏
前・県教
育長。63
歳。

新 事 務 局 長
兵庫 田口 章（たぐち・

が退任し、新事務局長に塩
見知司・企画・事業担当マ
ネジャーを昇格させる人事

塩見 知司（しおみ・さと
し）氏
77年朝日
新聞社入
社、広告

を決めた。
関戸氏は同日付で朝日新

政策室長
を経て06年９月、日本対

聞厚生文化事業団の常務理
事に就任した。

がん協会に出向。企画・事
業担当。56歳。

文部科学省と経済産業省の
08年度がん対策予算
文部科学省と経済産業省
が、第７回がん対策推進協
議会で発表した08年度の
主ながん対策関連予算は次
のとおり。

＊国立大学法人運営費交付
金などの確保
28.1億円（34.2億円）
＊その他独立行政法人にお
けるがん治療研究の推進

0.6億円（0.6億円）
◇
あきら）
【経済産業省】106.5億円
氏 県立 【文部科学省】203.3億円
（07年度120億円）
（07年度201.9億円）
総合衛生
＊インテリジェント手術機
＊科学研究費補助金
学院長な
器研究開発プロジェクト
ど を 歴 （特定領域研究５領域）
任。59歳。

愛知県支部が事務所を移転
愛知県支部（愛知県健康
づくり振興事業団）は５月
１日付で事務所を移転し

〒470−1101

た。
新事務所の住所は

9011、ファクスは0562−
92−9013。

愛知県豊明
市沓掛町石畑 1 4 2 番地の
2 0 。 電 話 は 0 5 6 2 −9 2 −

栃木県支部の住民検診の結果

部のがん検診実施状況㊥胃

検査結果が空欄でした。
同県支部から住民検診の
結果を掲載してほしいとい

がん、大腸がんの総計」で
栃木県支部は職域検診の精
検結果を集計していないた
め、総計の精検受診者数と

う要請があったため、胃が
んと大腸がんの住民検診結
果を掲載します。率は％で
表示。

対がん協会報４月号掲載
の「06年度対がん協会支

新事務局長に塩見氏
日本対がん協会は５月
23日付で関戸衛事務局長

兵庫は事務局長
日本対がん協会の岐阜県
と愛知県支部で支部長が交
代し、兵庫県支部では事務
局長が交代した。主な異動
は次の通り（敬称略）
。発

2008年6月1日

45億円（45億円）
＊革新的ながん治療法の開
発に向けた研究の推進（が
んトランスレーショナル・
リサーチの推進）

６億円（７億円）
＊分子イメージング機器研
究開発プロジェクト

６億円（6.8億円）
＊橋渡し研究推進プログラ

治療システムの研究開発
4.6億円（10.6億円）
＊基礎研究から臨床研究へ
の橋渡し促進技術開発
26億円（19億円）

ム
17.5億円（15億円）
＊分子イメージング研究プ
ログラム

9.6億円（12億円）
＊次世代DDS型悪性腫瘍

成プラン 19億円（14億円）

＊ゲノム創薬加速化支援バ
イオ基盤技術開発
36.9億円（43.6億円）
＊糖鎖機能活用技術開発
10億円（11.9億円）
＊新機能抗体創製技術開発

＊重粒子線がん治療装置運
営費、分子イメージング研
究など（放医研）
74.3億円（72.4億円）

10億円（11.9億円）
＊個別化医療実現のための
技術融合バイオ診断技術開
発
3.4億円（４億円）

12億円（13.6億円）
＊粒子線がん治療にかかる
人材育成プログラム
0.8億円（0.4億円）
＊がんプロフェッショナル養
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飲酒量に比例、大腸がんのリスク
厚労省研究班のコホート研究

（3）

アルコール23gの目安
ビール
大瓶１本（633ml）
日本酒
１合（180ml）
焼酎
25度120ml
ワイン
200ml
ウイスキー 60ml

厚労省の「生活習慣改善
によるがん予防法の開発に
関する研究」班（主任研究
員・津金昌一郎国立がんセ
ンター予防研究部長）はこ

の影響を受け、女性も男性
と同様、飲酒の影響を受け
ることが裏付けられた。
この研究は合計約20万
人のデータをもとにアルコ

のほど、アルコール摂取の
大腸がんリスクについて、
日本で行われた４つのコホ
ート研究を持ち寄って再解
析した結果、日本では飲酒

ールの摂取状況によって、
男性は７グループ、女性は
４つのグループに分けた。
平均で6.9年から13.5年追
跡調査した結果、この期間

量が増すほど大腸がんリス
クが高くなることがわかっ
たと発表した。これまでか
ら、日本では飲酒により大
腸がんリスクが増すと考え

生活習慣改善によるがん予防法の開発に関する研究班ホームページ
中に男性1724人、
女性1078
（http://epi.ncc.go.jp/can̲prev/）より（上の表、下のグラフも）
人の大腸がんが確認された。
アルコール摂取量で大腸
グラム摂取するグループは
よってアルコールの代謝速
がんのリスクを見ると、男
大腸がんのリスクが1.4倍、 度が異なり、日本人は代謝
性の場合、全く飲まないグ
46グラムから68.9グラムの
速度が遅い遺伝子を持った

られていたが、部位別には
結腸がんも直腸がんも飲酒

ループに比べ、アルコール
を日に23グラムから45.9

グループはちょうど２倍、
92グラム以上の人はリス
クが３倍に達した。結腸が
んと直腸がんでもほぼ同様
の傾向が確かめられ、女性
の場合もほぼ同様だった。

人が多い。欧米と比較する
と日本人の場合、同じ量の
飲酒でも欧米人に比べ、結
腸がんになりやすいことが
わかったという。
今回の研究ではアルコー

男性の場合、１日の摂取
量が15グラム増えるごと
に大腸がんリスクが10％
増加し、女性の場合もほぼ
同様な傾向が認められた。

ルの種類の検討はしていな
いが、研究班では１日あた
りの平均でアルコール量換
算23グラムを超えないよ
うに適度な飲酒を心がけて

飲酒は遺伝子のタイプに

ほしい、と話している。

スキンケア・プログラムに
資生堂が協力
日本対がん協会は、資生
堂の技術協力を得て、がん
体験者の方を対象にしたセ
ミナーを今年３月にスター

ことや困りごとを資生堂の
技術者が聞いた。次に、皮
膚の構造についての説明を
行い、紫外線が強くなるこ

トさせた。ケアの提供だけ
ではなく、困りごとや悩み

れからの季節のスキンケア
の重要性について伝えた。

ごとを聞き、がん体験者向
けの「セルフケア・プログ
ラム」の構築を目的として
いる。第１回の「ハンドケ
ア」に続き、第２回は５月

実際のメーク落としでは、
目もと、口もと、顔全体に
分け、コットンの持ち方や
ふき取る方向まで詳しく説
明した後、実際に患者さん

いての話を聞き、
「すこや
かで美しい肌をつくるスキ
ンケア」に関する冊子を持
ち帰ってもらった。

ん協会で開催の予定。７月
30日
（水）
午後１時半からは
「眉の描き方」も開催。参
加は無料だが応募は女性に

14日、
「スキンケア」をテ
ーマに日本対がん協会でセ
ミナーを開催した。
最初に、気になっている

自身に試みてもらった。最
後にお茶を飲みながら、治
療中困ったことやその際自
分で工夫したことなどにつ

次回のテーマは「肌色カ
バー方法」で、７月９日
（水）
午後１時半から東京・有楽
町マリオン13階の日本対が

限る。応募者多数の場合は
抽選。問い合わせや申し込

資生堂の技術スタッフの皆さん

みは03−5218−7070
（対がん
協会予約専用電話）へ。
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2007年度奨学医研修報告
日本対がん協会は若手のが
ん専門医を養成するために

学医４人が半年から１年の
研修を終え、報告を寄せた

先輩医師の姿に感動

がん専門医療機関に委託し
て「奨学医」の研修を実施
しているが、07年度の奨

ので掲載する。1970年の制
度発足以来、これで135人
が研修を終えた。
（順不同）

乳腺科＝癌研有明病院

多彩な症例を経験
内視鏡センター＝癌研有明病院

五味 邦代

井手 佳美
07年４月より癌研有明
病院で乳腺科のレジデント

る先生方の姿に感動しま
す。

として研修をしています井
手佳美といいます。このた

がん治療の専門機関とし
て学問的なほうへ力を注い
でしまいがちになるのでは

びは、日本対がん協会より
半年間、奨学金をいただき

私は、07年秋より半年

多彩な症例をみることがで

まして本当にありがとうご

ないかと思われますが、臨
床に惜しみなく力を入れて

間、日本対がん協会奨学医
として、癌研究会有明病院
内視鏡センターで、上部消
化管内視鏡の研修をさせて
いただきました。短い研修

きたことも経験になったと
思います。

時間ではありましたが、朝
のカンファレンスにも参加
させていただき、大変有意

とても充実した最新の設備
が整っており、大変恵まれ
た環境での研修でした。設
備・環境だけでなく、先生
方も大変親切で、２年間の

ざいました。
私がこれまで診療に携わ
ってきた、いわゆる地方の
乳がん診療は一般外科医
が、乳がんの診断・手術・
化学療法・外来経過観察・

いるところが癌研のいいと
ころ、というか、そういう
いいバランスが癌研の特徴
だと感じています。
また、癌研のようにたく
さんの患者さんに治療をし

再発治療・緩和ケアなど一
手に引き受けて行っている
のが現状です。それにくら
べて癌研は、まずそれぞれ

ている病院はそう多くはな
いので、たくさんの症例を
こなしているからこそ出せ
るデータなど、ほかの病院
で働く同志が参照できる情

義な研修だったと感じてい
ます。
私は、所属している病院

移転したばかりの施設で
あり、また、がんを専門に
扱う施設であることから、

臨床研修を終了し、消化器

が臓器別の診療を行ってお

では消化器内科医として、
上部・下部消化管、肝臓、
胆道・膵臓系における良性
疾患から悪性疾患まで幅広
い患者さんと接していま

内科に所属してから内視鏡
を始めてまだ数カ月しかた
っていなかったにもかかわ
らず、丁寧に指導して下さ
いました。

り、乳腺だけでも外科・化
学療法科があり、さらに状
況にあわせて放射線科や緩
和ケア科と協力して治療を
行っています。それぞれの

報を発信していくことが今
後、癌研にしていってほし
いことです。きっと、私も
そのデータにお世話になる

す。
しかし、癌研究会有明病
院の研修では、上部消化管

癌研有明病院での研修は
終了しますが、今回学ばせ
ていただいたことを生かし
ながら、さらに内視鏡の技

科は、お互いに連携を取れ
ているのであまり不自由は
感じませんが、地方の診療
体制とはだいぶ違うなと思
います。
どちらがいいのか、

おそらく癌研のほかにも
たくさんの優れた研修機関

それは一長一短なのだろう
と思いますし、それぞれ役

この１年は癌研での１年
ですので、癌研について書

す。
たくさんの同志がいると
思うと、
頼もしい限りです。
常に患者さんの味方であり
たいと願う、感情的な心持
ちと、冷静な医療人であろ

いてみます。癌研には、そ
れぞれの分野でのオピニオ
ンリーダー的存在といえる
先生方がそろっていますの
で、日々のカンファレンス

うとする努力とがいい割合
で持てることが臨床家にと
って必要かと思ったりしま
す。
未熟な私ですが、これか

は学会のように知識が降り
注いできます。最先端の知
識を常に追いかけて日々の
診療に生かそうとされてい

らもたくさんの人に出会っ
て努力していきたいと思い
ます。

の疾患のみを研修させてい
ただいたため、集中して深
い知識を得ることができた
ように感じています。
参加させていただいてい
たカンファレンスでは、食

術、そして診断力の向上を
めざすと共に、がんの早期
発見、治療に役立てられる
ように努力したいと思って

道がん・胃がんを中心と

います。
最後になりますが、この

し、その深達度や広がり、
組織型などの診断、そして
切除範囲など、治療方法の
決定についての詳しいディ
スカッションを聞き、自分
自身の知識も深めることが

ような機会を設けてくださ
った日本対がん協会のみな
さま、そして、ご指導いた
だいた癌研究会有明病院の
先生方、またお世話になっ
たコメディカルの方々、み

できました。
また、全国から内視鏡治
療のために患者さんが紹介
されてくる施設でもあり、

なさまに、厚く御礼申し上
げます。
ありがとうございました。

割が違うのだろうと思いま
す。

ときがくると思います。

があり、充実した研修を受
けている若い医師たちがた
くさんいるのだと思いま
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病理部で貴重な経験

目指すべきレベル見た

乳腺科＝癌研有明病院

消化器センター＝癌研有明病院

西川 紀子

村上 奈央子

私は07年４月から１年
６ヶ月の予定で、癌研究会

今までとは違った視点から
画像を見ることができるよ

このたび、私は日本対が
ん協会の奨学医として、癌

れます。そしてカンファレ
ンスを通じて病変の性状や

有明病院（以下癌研）乳腺
科で研修させていただいて

うになり、非常に貴重な経
験をさせていただいたと思
います。

研究会有明病院（以下癌研）
の消化器センターで上部消

患者さんの背景（基礎疾
患・年齢等）が細かく検討
され、治療方針が決定して

います。癌研乳腺科はその
知名度から日本全国から優

化管内視鏡を研修させて頂
く機会に恵まれました。

れた治療を求めて患者さん

癌研乳腺科の指導医の先
生方は、乳腺診療のプロの

が集まって来ます。原発性
乳がんの手術症例数は年間
一千例を超え、他の施設で
は経験できないような珍し
い症例を経験することがで
き、研修するには非常に恵

集団であり、
カンファレンス
での発言や日常診療でのア
ドバイスの言葉には、経験
が裏打ちされており非常に
重みがありました。
手術、
外
来と多忙な日常診療の中で、

まれた環境であるといえま
す。乳がん治療は局所治療
と全身治療に分けられ、前
者は原発病巣の根治を目的

患者さんにとって何が最良 （内視鏡的粘膜切除術）な
どの内視鏡的治療件数も年
かということを常に考え診
間300件近くにのぼり、こ
療にあたられている姿勢に
は非常に感銘を受けました。 れらの診断・治療症例を短
期間に数多く目にできたこ
また、看護師、検査技師

後目指すべきレベルを見せ
て頂いたことは大変有意義
であったと思います。
病理の先生との合同カン
ファレンスもあり、治療後

とは大変勉強になりまし
た。
内視鏡を学び始めたばか
りの私にとっては、ぜいた
くすぎると言えるほどの環

の臨床病理再検討が頻繁に
行われていることにも驚き
ました。高い技術を身につ
けるだけでなく、常に患者

境だったと思います。患者
さんは全国から集まり、食
道がんなどの比較的まれな
症例も日常的に診る機会に
恵まれました。

う、臨床医としての姿勢を
再確認する思いでした。

とした外科手術および放射

癌研での上部内視鏡検査

いきます。
これら一連の過程を通

数は年間１万件近くにも達
し、精密内視鏡検査（超音
波内視鏡、拡大内視鏡、
NBI（狭帯域光観察）も日
常診療として毎日行われて
おります。さらに、EMR

じ、早期がんを見逃さない
目の重要性と、検証・検討
の各段階における考え方を
学ぶことができました。ま
だまだ自分自身で行えるレ
ベルにはありませんが、今

線療法からなり、後者はお
もに転移病巣の根治を目的
とした薬物療法を意味しま
す。日々進歩し複雑化して
いる乳腺診療を効率的に進

などのコメディカルの方た
ちも積極的にカンファレン
スに参加したり、それぞれ
に勉強会を開催していたり

めていくためには、それぞ
れの分野間の連携・情報共
有が非常に重要です。癌研
の乳腺科は外科、化学療法
科、放射線治療科、病理部

上を心がけており、がんを
専門に扱う施設で働いてい

との連携から成り立ってお
り、
週６、
７回のカンファレ

研修期間中、私が最も驚
き勉強になったこととし

行われます。
私は乳腺科の外科のレジ

の努力も癌研のがん診療の
質の高さを支えているのだ
と思います。
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

が挙げられます。先生方の
高度な診断テクニックと最

ったりすることも珍しくな
く、他種のがんやその診
断・治療・リスクファクタ
ーなどについても様々学ぶ
ことができました。
私の奨学医としての一年

デントでしたが、そのうち
３カ月は病理部で研修させ
ていただきました。病理部
ではひたすら顕微鏡と向き
合う日々を過ごしました

で、
がんの早期発見・治療に
貢献できるように引き続き
癌研有明病院乳腺科で研修
を続けることになっていま
す。最後にこのような機会

先端の設備を用いて、本当
に驚くばかりの頻度で早期
がんが日々診断されます。
粘膜のごくわずかな変化を
も見逃さず、生検を行って

は終わりますが、引き続き
癌研で内視鏡の勉強を続け
させて頂きたいと考えてお
ります。
日本対がん協会の皆様

が、日常診療で目にするマ
ンモグラフィ、超音波、Ｍ
ＲＩなどの画像所見と病理
組織学的所見とを対比でき、

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。

がんと診断するわけです
が、そこからさらに超音波
やNBIを併用してがんの範
囲や進達度が丁寧に検索さ

方、ならびに癌研究会有明
病院の先生方・スタッフの
皆様方に深く御礼申し上げ
ます。

ンスで患者さんの情報の共
有、治療方針の確認作業が

と、常に自分達の技術の向

るというプロ意識の高さが
うかがわれました。このよ
うなコメディカルの方たち

て、早期がんの発見率の高
さとその検証過程の詳細さ

さんから学び続けるとい

また、癌研では一人の患
者さんに重複がんがあった
り他臓器のがん既往歴があ
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欧州のルクセンブルクで
リレー・フォー・ライフ開催
在留邦人約30人も参加

2008年6月1日

屋内競技施設を会場に実施さ
れたリレー・フォー・ライ
フ。トラックの内側は走る人、
外側は歩く人と、トラックが
分離されている＝在ルクセン
ブルク日本国大使館提供

欧州のルクセンブルクで
４月12、13日の両日、屋
内競技施設を会場にリレ

れる大き
さの大腸
がんの模

ー・フォー・ライフが開か
れた。主催者であるルクセ
ンブルク対がん協会による
と、313チーム6142人が参
加、3000人以上が応援に

型が設置
され、が
んに関す
る講演会
が催され

訪れた。参加チームは12

た。さら

日
（土）
午後８時から24時
間または13日（日）午前８
時から12時間のいずれか
のコースで楽しく汗を流し

に施設の
入口付近
には参加
した各国

た。在ルクセンブルク日本
国大使館と在留邦人で構成
された日本人有志チーム約
30人も参加した。
日本人チームの代表とし

大使館の
小さなス
タンドが設けられ、在ルク
センブルク大使館の要請
で、対がん協会が送った日

て参加した在ルクセンブル

本語のパンフレットも並べ

ク日本国大使館一等書記官

られた。

の島崎栄治さんによると、
会場になった陸上競技施設
のトラック中央部には運動
用の自転車が12台設置さ

トラックの周囲には約
2000個のキャンドルが並
べられ、夜に入ると点灯さ
れた。点灯式にはルクセン

れ、１キロ相当のペダルを
こぐごとに協賛企業から１
ユーロ（約160円）が寄付

ブルク対がん協会会長のマ
リア・テレザ大公妃殿下が
出席され、
「私がこのキャ

各国の国旗が並んだ国際色豊かな会場＝在ルクセンブルク日本
国大使館提供

す」とスピーチされた。

り続けた人もいたという。

される仕組み。最終的に
3000キロ以上のペダルが

ンドルに明かりを灯したの
は、私たちがともに命の試

競技トラックは内側が走
る人、外側が歩く人とレー

このリレー・フォー・ラ
イフには日本をはじめ、各

こがれ、3000ユーロ以上
の寄付がされたという。
会場には人が通り抜けら

練に向かうためです。そし
て、より友愛に満ちた世界
がただの夢ではないからで

ンが分けられたが、歩く人
よりも走る人の方が多く、
中には猛烈なスピードで走

国大使館や各国のコミュニ
ティが積極的に参加、国際
色豊かなものとなった。

乳がんディクショナリー第4版
乳がん体験者でつくる
「あけぼの会」
（ワット隆子
会長）が乳がんディクショ
ナリー第4版を発行した
（写真）
。
Ｂ６判56ページで、40
ページ以上にわたって、乳
がん治療に不可欠な検査や
治療法、抗がん剤などにつ

いて詳しい用語の解説があ
る。乳がん初期治療で使用
される抗がん剤の種類、ホ
ルモン剤の種類、ホルモン
療法の選択順位の表もあ

医学部外科教授（当時）、
３版からは大和市立病院外
科の首藤昭彦・上級医長が
監修。
申し込みは〒153−0043
東京都目黒区東山３−１−
４−701 あけぼの会に１

り、治療を受ける際に参考
部に付き100円切手５枚を
になる。
郵送。同会のホームページ
第１版は98年10月発行。 （www.akebono-net.org）
１、
２版は田島知郎・東海大
でもサンプルを閲覧できる。
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NECの女子バレー選手が寄付
父親のがん闘病が契機に
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レッドロケッツの中心になって
活躍するエリン・アルドリッチ
選手（中央）＝NECレッドロケッ
ツ提供、JVL承認NECW-2008005、狡アフロスポーツ

女子バレーの名門V・プ
レミアリーグに所属する名
門NECレッドロケッツの
アメリカ人選手ががん征圧
を願って、このほど日本対
がん協会に寄付をした。
この選手は先シーズン、
NECのミドルブロッカー
として大活躍したエリン・
アルドリッチさん。シドニ
ーオリンピックではアメリ
カの走り高跳びの代表とし
て活躍し、バレーボール選
手としてもアメリカ代表、
イタリアのセリエAではオ
ールスターに選ばれるとい
う輝かしい経歴を誇る選手
だ。
アルドリッチ選手は祖母
をがんで亡くし、父親も左
上顎洞の扁平上皮がんとの

て育ち、その懸命さと規律
正しい姿に打たれ、それが
自分のプロスポーツ選手と
しての土台になったとい

アルドリッチ選手はVリ
ーグでの選手生活が始まっ
たころから、とても良くし
てくれる日本に感謝し、お

決め、シーズン中、レッド
ロケッツは13勝したので、
合計13万円を寄付するこ
とになった。

診断を受け、長い闘病生活
を経験した。そのときも変
わらず、家族を支えるため
に仕事をする父親の姿を見

う。幸い、父親の寛解は
18年に達し、今では彼女
のヒーロー的な存在になっ
ている。

礼をするためにと寄付を考
えた。
チームがリーグで勝つご
とに１万円寄付することに

寄付金は４月25日、協
会を来訪したレッドロケッ
ツの林副部長から協会の関
戸事務局長に手渡された。

「年下の男の子」
「春一

また亡くなった仲間の意
思を受ける形で、コンサー
トの売上金の一部と、当日
の会場での募金、合計116
万円をがん征圧基金とし

番」などが大ヒットしたキ
ャンディーズが解散して
30周年。このほど「大同
窓会」と称し、フィルムコ

て、日本対がん協会に寄付
することになり、４月28
日、全キャン連の代表が協
会を訪れ、寄付の目録を手

ンサートを東京で開催し
た。40代、50代の中年男

渡した（写真）
。
「同窓会」はキャンディ

性を中心に約2000人が30
年ぶりのキャンディーズ復
活に酔いしれた。
このイベントを主催、実
行したのは全国キャンディ

ーズが解散コンサートを開
いた旧後楽園球場跡地に立
つホールで行われ、解散コ
ンサートの未公開映像が流
され、この日のために再結

ーズ連盟2008（全キャン
連）
。昨秋、全キャン連を
率いていた中心メンバーが
がんで亡くなった。その葬

成された当時のバックバン
ドが演奏した。当時を懐か
しむファンで「同窓会」は
大盛況だったという。

全国キャンディーズ連盟が寄付
解散30周年イベントを機に

儀では故人の希望でキャン
ディーズの曲が流された
が、それをきっかけに参列

者やファンのサイトで同窓
会を開きたいという思いが
急に広がったという。
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4年連続で乳がん征圧CM
公共広告機構が「邦ちゃんのニュース」
日本対がん協会の乳がん
征圧運動が今年も公共広告

し、早期の乳がんと診断さ
れた。07年春に都内の病

機構（AC）の年間支援キ
ャンペーンに採択され、７

院で手術を受け、その後も
治療を続けているが経過は

月から全国のテレビCMや
新聞、雑誌の広告に登場す
る。ACの支援キャンペー
ンはこれで４年連続とな
る。その撮影や録音が５月

順調という。
退院後は出演したテレビ
番組などで、自からの体験
をもとに、乳がんを早期発
見するためのマンモグラフ

12日、横浜市内のスタジ
オで行われた。

ィ検診の受診を勧めるなど
乳がんの啓発活動に積極的

今回は乳がん体験者でタ
レントの山田邦子さんが出

に取り組んでいる。
当日の撮影や収録は長時

演し、自分自身の体験をも

間にわたったが、山田さん

とに乳がんの早期検診と早
期治療の重要性を「邦ちゃ
んのニュース」としてアピ
ールした。
山田さんはテレビの健康
番組に出演して自己触診法

はその合間に乳がん体験を
スタッフに明るい調子で話
しかけるなど、リラックス
した雰囲気で進められた。
テレビCMは15秒と30
秒、60秒の３通りが撮影

を知り、試してみたところ
異常を感じて病院を受診

され、新聞や雑誌用の写真
も撮影された。CMなどは

撮影の合間に笑顔を見せる山田邦子さん＝5月12日、横浜市内
のスタジオで、三晃社提供

７月から全国のテレビ局で
放映されるほか、新聞や雑
誌の広告としても掲載され

は対がん協会など前年度か
ら継続している４団体のほ
か、
今年は国境なき医師団、

る予定になっている。
ACの支援キャンペーン

結核予防会など新たに５団
体が加わった。

