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－がんは治せるようにな

るのでしょうか。

「治るようにしたいとい

うのが正直な気持ちです。

21世紀の克服すべき最大

の病気ですし、急にはでき

ないが、我々を含めて多く

の研究者や医師らが目指し

ている。基礎研究を積み重

ね、がんの本質・本態にか

なり迫っていると思います

し、研究を応用した治療薬

の開発も頑張っています」

－がん征圧のためには早

期発見だと言われます。

「早期発見は非常に大切

です。やはり進行するにつ

れ、治療後の生存率が下が

ります。一般的には早く見

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。

がんホットライン 月～金 午前10時～午後4時

03－5218－4776

主
な
内
容

４面　乳がん検診
５面　プロゴルフ協会など寄付
６面　黒川利雄がん研究基金
７～８面　動き出したリレー・フォー・

ライフ2009

がんとの闘い

「臨床研究では進行膵臓

がんなどで縮小効果が見ら

れ、２年以上存命の人も３

人いますが、数人に効いた

から『効いた、効いた』で

は科学的とは言えないので

全国64病院の94診療科と

一緒に科学的に有効性を検

証するグループを立ち上

げ、国のスーパー特区（先

端医療開発特区）にも採択

されました。５年ほどで使

えるようにしたいですね」

（２、３面に続く）

した。それを基に免疫を高

める部分だけに相当するペ

プチドを作り、注射します」

「免疫は病原体など外か

ら異物が体内に入ってきた

時に排除する仕組みです。

がん細胞を異物と認識する

ようなリンパ球を活性化さ

せるのです。そんなリンパ

球が増えて体中をめぐり、

がん細胞をみつけてやっつ

けようというのです」

－一般に使えるまでどれ

くらいかかりますか。

人はなぜがんになるのか、がんは治せるのか、日本のが
ん医療は……。日本対がん協会（垣添忠生会長）の「ほほ
えみ大使」、アグネス・チャンさんが、がん医療に携わる
医師や研究者にインタビューして研究や治療の最前線を紹
介する「アグネスが聞く」。１回目は中村祐輔・東京大学
医科学研究所教授・ヒトゲノム解析センター長に答えても
らった。

つけて外科的に摘出する、

というのが今のところ、一

番いい方法だと思います。

課題はその後です。手術し

ても再発の心配はつきまと

います。抗がん剤が効果的

ながんもありますが、副作

用の少ない再発予防を目指

した研究を進めています」

－どんな研究ですか。

「ワクチン療法です。患

者さんの免疫力を高めて再

発を予防する狙いです。千

数百人の患者さんのデータ

を元に２万数千個の遺伝子

を分析し、正常細胞では働

いていないのにがん細胞で

活動し、かつ、免疫力を高

めるたんぱく質を見つけま

ほほえみ大使 アグネスが聞く①

アグネス・チャンさんのインタビューに答える中村祐輔・
東京大学医科学研究所教授・ヒトゲノム解析センター長

「ワクチン療法に期待」中村祐輔・東京大学医科学研究所教授・ヒトゲノム解析センター長
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他臓器にとんでいかない。

悪性腫瘍は、ある限界を超

えて広がり、他臓器にとん

でどんどん増える。悪性腫

瘍は全身に広がる性質をも

っていて体をむしばんでい

く。良性腫瘍は、できる場

所によって重篤な問題を起

こす場合もありますが、大

きくなっても取り去れば再

発して命を落とすことはま

ずありません」

－良性の腫瘍も遺伝子の

異常で起きるのですか。

「何らかの働きの異常が

あると思われます」

－私は唾液腺腫瘍ができ

て取ったんですけれど、そ

れは良性でした。

「摘出すれば、もう大丈

夫でしょう」

－誰もががん遺伝子を持

っているのですか。

「持っています。がん遺

伝子という言葉が誤解を与

えるんですね。本当は必要

な遺伝子なんです」

－なぜ必要なのですか。

細胞を作る仕組みでもある

のですか。

「私たちの体は常に新陳

代謝しています。今ある細

胞がずっと存在するのでは

なく、古い細胞は排除され、

新しい細胞ができていま

す。新しい細胞を作るのに

必要なのが、がん遺伝子な

のです。がん抑制遺伝子は、

がん遺伝子が暴走し始めた

い副作用の起きる人もい

る。患者さんの疑問であり、

診療する私にとっても疑問

でした。がんは遺伝子の病

気であることがはっきりし

てきた時代です。基礎の情

報を利用して診療に携わり

たいと考えたのです」

「米ソルトレークシティ

ーのユタ大学に留学して研

究したのが大腸がんの一種

の家族性大腸腺腫症です。

20代になるとポリープが

たくさんでき、一部ががん

になる。同市はモルモン教

の中心で、医学に非常に協

力的で家系図作りにも協力

してくれていました。家系

に受け継がれる異常を見つ

ければ大腸がんの一端が分

かるのではないか。そう考

えて研究を進めたのです。

私が見つけたのはAPCと

いうがん抑制遺伝子で、働

きがなくなるとポリープが

できる。あといくつかの遺

伝子の異常が重なり、がん

化するのです。つまり、い

くつかの遺伝子に複合的に

異常が何段階も積み重なっ

てがんになる」

－腫瘍には良性とか、悪

性があります。悪性という

と、毒を出しているような

イメージがあるのですが、

どう違うのですか。

「良性の腫瘍は、ポリー

プにあたるものです。ポリ

ープは深く広がらないし、

ると細胞は正常に増殖しま

すが、バランスが崩れてど

んどん増殖したのががんで

す」

「私たちは両親から遺伝

情報（ゲノム）を受け継い

でいます。ゲノムが折りた

たまれたのが染色体で、人

では母から23本、父から

23本受け継ぎ、23対あり

ます。遺伝子も基本的には

対になっています。ブレー

キ役の遺伝子の働きが異常

になるのは両方ともに傷つ

いた場合です。両親のどち

らかから傷ついたブレーキ

遺伝子を受け継いでいれ

ば、もう一方が傷つくだけ

で異常が起きる。つまり、が

んになりやすいと言えます」

－遺伝子研究を始めたき

っかけは？

「元は外科医で、がんの

患者さんの手術をしていま

した。でも疑問がわいてき

た。なぜ、がんができるの

か。同じ大腸がんでも、あ

っという間に転移する場合

もあれば、ゆっくり進む場

合もある。薬が効く人もい

れば効かない人もいる。重

－がんはどうして起きる

のですか。

「がんは遺伝子の病気だ

と言われます。遺伝子はた

んぱく質の設計図で、様々

な遺伝子が密接な連携を保

ちながら生命活動を担って

います。その遺伝子が傷つ

いたり、働きに異常が起き

たりしてがんになるので

す。一般に年をとるとがん

の起きる割合が高くなるの

は、そうしたことが起きる

確率が高くなるからです」

－遺伝子の病気という

と、親からもらうのかな、

と錯覚するのですが。

「一部はそうですが、ほ

とんどのがんは後天的に起

きます。遺伝子が一つ傷つ

いたからといって、すぐに

がんになるわけではありま

せん。がんに関係する遺伝

子には大きく分けると、が

ん遺伝子と、がん抑制遺伝

子があります。ふつう、両

方が壊れないとがんにまで

進みません。がん遺伝子は

いわばアクセルで、がん抑

制遺伝子はブレーキです。

両方のバランスがとれてい

なかむら・ゆうすけ　大阪府生まれ。大阪大医学部卒。
大阪大病院第２外科、市立堺病院外科などを経て84年に
米ユタ大へ。87年にユタ大人類遺伝学教室助教授。89年
に癌研究会癌研究所生化学部部長。95年から現職。理化
学研究所ゲノム医科学研究センター長を併任する。

（中村教授提供）
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なぜか。データになりたい、

次の人につながれば治療を

試したい、と。とても強く

心に響きました。

「そういう方はたくさん

いらっしゃる。でも、希望

なく最後の瞬間を待つより

も、わずかな希望でも持ち

続けることが大切だと思っ

ています。治療法には科学

的効果の実証が欠かせませ

んが、医療には『情』とい

う部分も欠かせません」

「がんワクチン研究に参

加して亡くなった女性のご

主人が来られて深々と頭を

下げられ、『家内は明るく

死んでいきました』と言わ

れたんです。『何もするこ

とがないので緩和ケアにと

言われたとたん何も食べな

くなったけれど研究に参加

して死の一週間前まで明る

く過ごしていた』と。緩和

ケアの充実と言われます

が、体の痛みはとれても心

の痛みはとれない。それが

日本の医療の実情です。が

んワクチン研究には、そん

な心の受け皿の役割ももた

せたいんです」

かったら、患者さんはどう

感じますか」

－きっと自分はその１人

になると信じますね。

「膀胱が残せるのと残せ

ないのでは、生活が大きく

違います。残せると信じて

抗がん剤治療を受けたのに

残せなかったとしたら、受

けずに手術した方が薬の副

作用がなかった分、よかっ

たかも知れない」

「乳がんでも、タモキシ

フェンという薬の効き目に

ついて米国のグループなど

と共同研究中です。乳がん

の悪化にかかわる女性ホル

モンの働きを抑えて再発を

防ぐこの薬は、体内に入っ

てから薬としての働きを持

つように変化する。ところ

が日本人の20%では変化さ

せる物質の働きが弱く、薬

としての効き目が出にく

い。こういう人は最初から

別の薬を使った方がいい」

－リレー・フォー・ライ

フの番組（NHK）に出た時の

ことです。ある女性が効く

か分からない治療だけれど

も研究に参加すると言う。

－違う診断になることも

あるのでしょうか。

「本当に難しい場合もあ

るでしょう。誰がみても良

性、誰がみても悪性だけな

らいいんですが、みる人に

よってがんだったり、がん

でなかったりするケースは

あると思います」

－がん細胞が血液中に出

す物質を見つける、血液検

査でがんが分かるんじゃな

いか、という記事を読んだ

記憶があるのですが。

「一部正しくて、一部正

しくないでしょう。同じ大

腸がんといっても、Aさん、

Bさん、Cさん、みんな性

質が違うからです」

－どうしてがんができる

かにかかわるのですね。

「いろいろな遺伝子異常

の積み重ねでがんになるの

ですが、その組み合わせが

人によって微妙に違う。同

じ薬でも非常に効く人と効

かない人がいる。Aさん、

Bさん、Cさんでがん細胞

の性質が違うからです。

我々が言うオーダーメード

医療は、その違いを考えて

治療法を選ぼうというのが

基本です。副作用に関して

も同様です。患者さんにと

ってメリットが大きい」

－負担も少なく、無駄な

時間も使わずにすむ？

「今はまだ、たいていは

治療してみないと分からな

い。効いたら良かったです

ね、効かなかったら残念で

すね。それが実情です」

「膀胱がんで、遺伝子の

働きぶりと、抗がん剤の効

果の関係を調べています。

10人に１人くらいは膀胱

を全部取らなくてすみま

す。４人はがんが少し小さ

くなる。５人は進行する。

これだけしか説明を受けな

ら抑えるようになっていま

す。車の運転と同じですね。

アクセルとブレーキがバラ

ンスよく使われていると事

故は起こさない。がん細胞

はアクセルが暴走してブレ

ーキが壊れたような状態で

す。修復遺伝子という修理

工のような遺伝子もありま

すが、その監視からもはず

れているのです」

「異常の起こり方もいろ

いろあります。DNAの並

びが置き換わったために、

たんぱく質の性質が変わっ

てしまう場合もあれば、白

血病に多いのですが、染色

体の一部がちぎれて別の部

分にくっついてしまうこと

もある。遺伝子の異常が分

かると、そこを特別にたた

く薬も作れます。ハーセプ

チンもその一つです。乳が

ん細胞ではある遺伝子がた

くさんできたためにがん化

につながっている場合があ

り、その遺伝子を抑えるた

めに作られた薬です」

－細胞をとって調べまし

ょうと言われますが、それ

は遺伝子を調べているので

すか。

「その場合はふつう、は

っきりと遺伝子を調べます

と説明されます。細胞をみ

るというのは一つには形で

す。がん細胞では核が大き

くなっていたり、浸潤と言

いますが、ほかに広がって

いたり。がん細胞に色をつ

けて顕微鏡でみるのです」

－目で見て判断するので

すか。

「そうです。ただ、がん

は遺伝子の異常が積み重な

ってできていきます。正常

細胞がある日突然、がん細

胞になるのではありませ

ん。『中間』のような段階

の判断は難しいですね」

アグネス・チャン　香港生まれ。72年、「ひなげしの花」
で日本デビュー。上智大を経てカナダ・トロント大卒。
89年、米スタンフォード大教育学部博士課程に留学。教
育学博士号（Ph.D.）取得。日本ユニセフ協会大使として
のボランティア活動や文化活動など幅広く活躍している。
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常勤する日本乳癌学会の

乳腺専門医が検査を実施す

るか、その監督の下に行う

のが原則だが、当面は専門

医ではなく認定医でもでき

る。もちろん、検査は習熟

した人が実施することを望

んでいるほか、乳腺超音波

検査では、画像および所

見・診断の記録・保管も求

められている。

精密検査で「がんではな

い」と判断された人につい

ても、その後の経過を把握

し、追跡できる態勢を、検

診機関と協力して整備する

ことが必要とされている。

検診を受けたのか分からな

い。乳がん検診への信頼性

にかかわり、ただでさえ低

い乳がん検診の受診率がさ

らに下がりかねない。

基準は、精密検査をする

機関が的確に診断すること

で、乳がんの早期発見と適

切な治療が保証されるよう

にすることが目的。

両学会がまとめた基準案

によると、精密検査実施機

関は、問診・視触診、精検

用乳房Ｘ線撮影、乳房超音

波検査、細胞診・組織診の

各検査を行い、診断できる

施設とされる。

理委員会や都道府県のがん

検診に関係する協議会など

によって精密検査実施機関

の認定基準として採用され

ることを目標にしている。

乳がんはふつう徐々に大

きくなる。乳腺の専門医に

よると、乳がんが見つかっ

た人の中には、１年前の画

像にすでに「影」が写って

いながら、「異常なし」と

判断されている人が少なく

ない、という。

せっかく乳がん検診で

「要精検」と指摘されなが

ら、精密検査機関で見逃さ

れたら、何のために乳がん

日本乳癌学会と日本乳癌

検診学会は、乳がん検診の

精密検査を行う医療機関な

どについて基準案をまとめ

た。乳がん検診で「要精検」

とされた人が精密検査を受

けながら、乳がんを見つけ

られずに「異常なし」と判

断されるケースが少なから

ずあるといい、両学会が合

同で基準を作りを進めてい

る。基準をもとに精密検査

の精度の向上を図り、「見

逃し」の根絶を目指す。

基準は任意のものとはい

え、乳がん検診の精度管理

の一環として地域の精度管

乳がん
検 診

精密検査での見逃し防げ！
精密検査実施機関の基準案 乳癌学会と乳癌検診学会

はじめに
（略）乳がん検診により要精査とされた者が精密検査
実施機関における的確な診断を通じ、乳がんの早期発
見と適切な治療を保証されることを目的として、日本
乳癌学会と日本乳癌検診学会の共同により作成され
た。
本基準は、乳がん検診の精度管理の一環として、地

域の精度管理委員会や都道府県のがん検診指導協議会
乳がん部会等によって精密検査実施機関の認定基準と
して採用されることを目標とする。

蠢. 精密検査実施機関
マンモグラフィ併用乳がん精密検査実施機関は、マ

ンモグラフィ検診、視触診による検診のいずれか、ま
たは両方で乳がんを否定できない（要精検）とされた
ものに対して下記の検査を行い、診断が行われる施設
とする。
1）問診・視触診、2）精検用乳房X線撮影、
3）乳房超音波検査、4）細胞診・組織診
蠡. 精密検査実施機関の基準
1）精密検査実施機関には、日本乳癌学会の乳腺専門
医（当面の間は認定医でも可とする）が常勤し、以
下の検査を行う、あるいはその監督下に行うこと。

2）問診・視触診
乳腺疾患の診療に習熟した医師が行うこと、あるい
は、その監督下に行われることが望ましい。

3）精検用乳房X線撮影
・乳房X線撮影装置が日本医学放射線学会の定める

仕様基準を満たし、線量（3mGy以下）および画質基
準を満たすこと。
・マンモグラフィ検診精度管理中央委員会の施設画像
評価に合格していること。
（略）
4）乳房超音波検査
（略）
・画像および所見・診断を記録し、保管すること。
5）細胞診・組織診
（略）
・細胞診の診断は細胞診専門医・細胞検査士（日本
臨床細胞学会）により、組織診の診断は病理専門医
（日本病理学会）により行われること。

蠱. 記録の整備と報告
・精密検査の結果を速やかに検診実施機関に報告する
・精密検査によりがんと診断された者については、確
定診断の結果、治療の状況等について記録し保管する。
・また、がんが否定された者についてもその後の経過
を把握し、追跡することのできる態勢を検診機関と整
備する。

蠶. 精度管理
1）2）（略）
3）精密検査の適正化を図るため、細胞診、針生検
および外科的生検の成績（生検施行率及びがんの割
合）を公表すること。
4）5）（略）

蠹. 本基準の改定
（略）

◆◆ 乳がん検診の精密検査実施機関基準（案）＝抜粋 ◆◆
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された。主催者のPGAと

富士フイルムホールディン

グなどは開催を通じてチャ

リティー活動を行った。ゴ

ルフ場に乳がん検診車を配

置して検診し、２人に乳が

んが見つかったという。

松井会長や加藤取締役と

懇談した垣添会長は「マン

モグラフィー検診により、

欧米では乳がんの罹患率は

増えても、死亡率は下がっ

ています。日本は40代が

罹患のピーク。子育ての真

っ最中という年代でもあ

る。いただいた寄付を様々

に役立てたい」と話した。

PGAと富士フイルムホ

社団法人日本プロゴルフ

協会（PGA）の松井功会

長と富士フイルムの加藤久

豊取締役らが12月９日、

日本対がん協会を訪れ、

「乳がんをなくす　ほほえ

み基金」に250万円を寄付

した。PGAなどのチャリ

ティー活動の一環で、松井

会長に日本対がん協会の垣

添忠生会長から感謝状が贈

られた。

今年からPGAシニアツ

アーとして10月に「富士

フイルムシニアチャンピオ

ンシップ」(略称:富士フイ

ルム選手権)が千葉県の平

川カントリークラブで開催

ールディングなどは、ジュ

ニアゴルファーの育成や社

会福祉、医療福祉への寄付

など社会貢献を推進してい

る。

日本プロゴルフ協会などが寄付
日本対がん協会の垣添忠生会長（右から２人目）に寄付の目録
を手渡す日本プロゴルフ協会の松井功会長（左から２人目）と
富士フイルムの加藤久豊取締役（右端）。左端は富士フイルム
の山下洋二郎宣伝部長

ボウリングで倒したピン１本に10円のマッチングギフト
エイボンが計61万円を対がん協会に寄付

とにした。

ボウリング大会には約

130人が参加。スコアの合

計は３万１千550点だっ

た。コールセンターの受信

件数は3488本。さらに各

職場での寄付などもあわせ

60万9551円になった。

コールセンターの担当者

が電話１本につき10円を

寄付することを顧客に説明

すると、いったん電話を切

り、改めてかけ直してくれ

た顧客もいたという。

岩城さんは「ピンクリボ

ン運動に対する社員の意識

が、『私たちの会社が取り

組んでいる運動』から、

『私たちが取り組んでいる

運動』に変われば。社員の

モチベーションが上がり、

自分の会社、職場への誇り

につながってほしい」と話

している。

ピンクリボン運動に関係す

る製品の売り上げをもとに

基金を設け、乳がんの啓発

活動などを積極的に行って

いる各地の団体や個人を支

援している。こうした社会

に向けた活動に会社を挙げ

て取り組んでいるが、「社

員みんなが主体的にかかわ

ることができる活動も欠か

せない」（コミュニケーシ

ョン／イベント部門の岩城

昌子シニアスーパーバイザ

ー）と考え、ボウリング大

会などを計画した。

ボウリング大会では倒し

たピン１本につき10円を

会社側が寄付するほか、コ

ールセンターに顧客からか

かる電話１本につき10円

を会社側が寄付することに

した。各職場には募金箱を

回し、さらにボウリング大

会への参加費も寄付するこ

で開催した。オフィス内な

どで募った寄付をあわせて

計60万9551円を日本対が

ん協会に寄付した。対がん

協会では、乳がん検診の受

診率向上に役立てる。

エイボン・プロダクツは

社員がボーリングで倒し

たピン１本につき会社側が

10円のマッチングギフ

ト－。エイボン・プロダ

クツは昨年11月12日、こ

んな企画を併せ持った社内

ボウリング大会を東京都内

ボウリング大会には家族で参加した人もいた＝エイボン・プロ
ダクツ提供
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査する。結果は５月に発表

され、６月に助成金が交付

される。

問い合わせは、電話

（022・263・1525）か、ファク

スで基金の事務局へ。

この基金は、宮城県対が

ん協会の初代会長、黒川利

雄博士の遺志を受けて

1989年に創設された。今

年度までに助成を受けたの

は84人で、助成総額は5590

万円にのぼる。

taigan.or.jp）から申請書

類をダウンロードし、〒

980・0011仙台市青葉区上

杉５の７の30 財団法人

宮城県対がん協会「黒川利

雄がん研究基金」事務局あ

てに郵送で申し込む。

申請書類は、はがき、ま

たはファクス（022・263・

1548）で取り寄せることが

できる。

締め切りは３月末。基金

の運営委員会（委員長=下

瀬川徹・東北大教授）が審

見および治療に関する調

査・研究・開発。宮城県対

がん協会の理事、または、

その医師・研究者の所属長

の推薦が要る。

１個人、１団体、または

共同研究グループで１件と

し、推薦も１人１件となっ

ている。

助成金額は１件あたり

100万円を限度に、総額220

万円。

希望者は、ホームページ

（http://www.miyagi -

宮城県対がん協会（久道

茂会長）は「黒川利雄がん

研究基金」の2009年度の

助成希望者を募集している。

がんの予防や早期発見につ

ながる技術の研究開発に携

わる医師や研究者らを支援

することでがん対策の充実

を図る。

応募資格は個人（50歳

未満）または団体で、研究

の分野は①がんの疫学およ

び集団検診に関する調査・

研究・開発②がんの早期発

黒川利雄がん研究基金
助成の希望者を募集

看護師ら40人が真剣に受講
－リンパ浮腫指導技能者養成講座－

よって異なる。「生半可な

知識で取り組むとよけいひ

どくなることもあるので注

意を」と大塚さんは呼びか

けている。

リンパ浮腫指導技能者養

成協会（http :// lymph-

academy.com）は来年の

春季講座（５月26日～６

月13日）の受講者を募集

している。問い合わせは、

〒815－8588福岡市南区塩

原３の23の１ 九州中央病

院 リンパ浮腫センター内の

事務局へ。電話は092・541・

4936（平日17時～19時）

んは「もうちょっと強くて

もいいかな。ただ途中が強

すぎてしまうとそこでリン

パ液や血液の流れが止まっ

てしまい、かえってひどく

なる」とアドバイスした。

弾性包帯とはいえ、伸び

率はあまり高くない。よく

伸びると筋肉の動きで伸び

てしまって圧が保てない。

講演などに呼ばれると大

塚さんは、講演を聞いただ

けですぐ患者さんの指導に

あたらないでほしい、と要

望するという。症状や筋肉

の状態などは患者個々人に

まく巻いて治療できる人が

少ないのが現状だ。

この講座は、こうした対

応ができる人材を育てるの

が目的で、リンパ浮腫指導

技能者養成協会が主催して

いる。対象は看護師、理学

療法士、医師、病院勤務の

柔道整復師などで、生理学

など45時間の講義、90時間

の実習を行う。

今回の講座のうち、弾性

包帯を巻く実習では、イン

ストラクターの大塚俊介さ

んが見守る中、受講生たち

は互いに脚や腕に巻いてみ

た。「例えば脚の場合、足

首に巻く強さを100とした

ら脚の付け根に向かうに従

って緩く巻く。もちろん、

ずれては意味がないし、強

すぎると血が止まってしま

って筋肉が傷んでしまう」

と大塚さん。

広島県から参加した看護

師の巻き方をみて、大塚さ

乳がんや子宮がんなどの

手術後に、手や脚がむくん

でくるリンパ浮腫に悩まさ

れる人が少なくない。そん

な人の症状改善や日常生活

での注意を指導できる人材

の育成をめざす「リンパ浮

腫指導技能者養成講座」が

昨年11月、福岡市南区の

九州中央病院で開かれた。

全国から看護師ら40人が

参加。約20日間、真剣に

講義や実習を受けた。

リンパ浮腫は、乳がんや

婦人科がん、泌尿器科がん

の手術の際に、がんができ

た場所の周囲にあるリンパ

節も一緒に摘出した場合に

起きてくる後遺症。適切な

診療や指導を受ければ、早

く気づいて軽いうちに対応

できるほか、ひどい場合で

も症状の改善が期待でき

る。しかし、日常生活の注

意に加え、患者の症状を的

確に把握し、弾性包帯をう

試
行
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し
な
が
ら
互
い
に
弾
性
包
帯
を

巻
く
看
護
師
ら
＝
福
岡
市
南
区
の
九
州
中

央
病
院
リ
ン
パ
浮
腫
セ
ン
タ
ー



2009年1月1日 対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 7 ）

日本対がん協会は、各地の実行委員会から寄せられま
した寄付金につきまして、協力をいただいたみなさまの
お気持ちを大切にし、主として決して十分とはいえない
次のことに使わせていただくことにしています。

○がん検診受診率向上！　17%→50%達成
早期発見、早期治療こそ最大のがん予防。国際的にみ
ても国内の受診率はまだまだ低いのが現状です。毎年
マンモグラフィーや検診車を整備、セミナーを実施、
チラシ、小冊子など約50万枚つくって呼びかけてい
ます。

○若手医師に奨学金
のべ135人のがん専門医を育ててきました。国際対が
ん連合、日本癌学会などの研究活動に助成、研修を開い
て看護師・放射線技師のレベルにも貢献しています。
○悩みをサポート
医師や看護師・社会福祉士による無料相談（面接と電
話）を全国で年間10000人お受けしています。東京で
平日は毎日実施している電話相談「ホットライン」は
さらに拡充をめざします。
巡回セミナー、患者会の作り方、女性のためのセルフ
ケアプログラムなど多彩な企画を増やし、困ったとき
不安なときに手を差しのべます。

（作成：リレー・フォー・ライフとくしま2008実行委員会）
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「リレー・フォー・ライフ2009」が始動
約１千500人。家族・支援

者だけでなく幼児や健康な

人たちも多かった。各地そ

れぞれ30～85人のボラン

ティアが実行委に加わり、

家事の合間や、仕事が休み

の週末に集まって企画をた

て開催に尽力した。健康な

人たちががんへの意識を新

たにしてボランティア活動

に参加していただける機運

がでてきたところに意味が

ある。

時代の移り変わりととも

に患者支援の大切さが社会

に伝わり始めている。

2006年にトライアルとし

て茨城県つくば市で始まっ

たリレーは、翌年に芦屋と

東京で開かれ、さらに広が

る兆しをみせている。これ

までもいくつかの支部が積

極的にこの催しに協力を

し、実行委員会と共同作業

をつづけてきた。全国実施

事務局は、日本中で開催場

所を増やし、５年後50カ

所開催を目標にしている。

携、寄付の集め方、経費の

かけ方にも時間が割かれ、

とくに対がん協会と実行委

員会で将来へ向けて寄付の

使い方の議論を続けていく

ことを確認した。

この催しはがん征圧資金

を得るための寄付イベント

でもある。各地の実行委員

会は地域をこまめに回って

個人寄付を募るだけでな

く、機材を地元企業から無

償提供してもらうなど経費

を節約し、広く社会に使う

寄付を意識して取り組ん

だ。その結果、全国の実行

委員会は日本国内で使う寄

付を協会に11,37万2,470

円、総収入の１％にあたる

21万5,217円をUICC（国際

対がん連合）に寄付した＝

詳細は各地の収支参照。

参加者は室蘭２千人、横

浜２千400人、芦屋３千人、

徳島800人、高知１千300

人、大分３千人の合わせて

１万２千500人にのぼっ

た。このうちサバイバーは

って何かが生まれる」（高

知）、「続けることで理解が

深まった」（芦屋）、「地元

を味方にするのが大切」

（横浜）、「責任と仕事量が

集中しないことが重要」

（室蘭）といった意見が出た。

社会へ向けてがんといか

に闘うか、がんに負けない

で暮らす社会をつくろうと

いうリレー・フォー・ライ

フの目標の一つに対し「メ

ッセージを十分に伝えられ

た」という人がいる一方で

「足りなかった」という人

もいた。対がん協会の啓発

活動もまだまだ不十分で、

メッセージが届いていない

という指摘もあった。

もう一つの目標である患

者への勇気づけや連帯で

は、サバイバーを大切にす

ることを徹底することを確

認するとともに、運営、企

画、チーム作りなど細かな

項目に意見を交わした。

今後の課題として、対が

ん協会支部や行政との連

「リレー・フォー・ライ

フ　ジャパン2009」が動

き出した。日本対がん協会

は、2008年に開催された

全国６カ所の実行委員を務

めたボランティアの人たち

とともに「全国実施事務局」

を発足させた。すでに今年

の夏から秋の開催をめざし

て10カ所前後の実行委員

会が計画を練り始めてい

る。今後、アメリカ対がん

協会との連携、希望地域で

の講習会の実施など準備作

業に入る。

昨年開催した室蘭、横浜、

芦屋、徳島、高知、大分、

そして今年初めて開く予定

の福岡、静岡、埼玉などか

ら20人を超す実行委員会

幹部が昨年12月、日本対

がん協会に集まって話し合

った。

「小松島のようなこんな

小さな会場でもできた」

（徳島）、「患者と医療関係

者が仲良くなることができ

た」（大分）、「みんなそろ


