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主
な ６面 公益認定めぐり支部アンケート
内 ７面 熊本市で巡回がんセミナー
容
８面 南の島で命のリレー

受診率向上、患者ニーズへの対応、各分野への支援…が重点
今年度の事業計画決定 対がん協会
日本対がん協会（垣添忠

だ。このキャンペーンは事

生会長）は３月10日に東
京都内で理事会と評議員会
を開き、2009年度の事業
計画を決めた。
昨年創立50

務局を朝日新聞社において
02年度から一緒に主催し
てきた。しかし、運動が
定着しつつある中でメディ
アの取り組みとしては一定

周年を迎えた対がん協会は
今年を新たな半世紀への第
一歩と位置づけ、活動の幅
を広げていく方針を確認し
た。がん検診の受診率向上
▽患者のニーズへの対応▽
各分野への支援の強化……

の役割を終えたと判断し
た。実際に移管するのは
来年度で、今年度はその
準備期間として対がん協会
と朝日新聞社が一緒になっ
て事務局を運営する。

【

重

点

項

目

】

１）受診率向上めざし、普及啓発からアクションへ
Ａ．重点的キャンペーン
①ピンクリボンフェスティバル事務局の移管と準備
②ほほえみ大使アグネス・チャンさんの活動の強化
③ワクチン承認を視野に子宮頸がんキャンペーン
Ｂ．厚生労働省の懇談会との連携と発展
２）増える患者ニーズへの対応
Ａ．ホットラインの時間延長と相談員増員
Ｂ．医師無料相談の回数増
Ｃ．リレー・フォー・ライフの展開の拡充
３）さまざまな分野への支援を強化
Ａ．地域ボランティアの組織化
Ｂ．奨学医制度のさらなる充実
Ｃ．研修、助成制度の拡充
①リンパ浮腫技能指導者養成への助成
②大腸がん検診技師研修の新設

を重点に、従来の啓発活動
２点目は、対がん協会の
なども強化させる。これに 「ほほえみ大使」に昨年就
伴い、協会本部の隣接施設
任した歌手のアグネス・チ
に「西銀座分室」を開設。 ャンさんの活動強化だ。９
陣容も増強する。
（２、
３面
月に和歌山市で開催する全

防ぐ効果が期待されるワク
チンも開発され（日本では
承認申請中）
、昨年の国際
対がん連合の世界大会では
その普及が最優先課題とさ

計２億７千万人）日本で最
大規模の検診機関とはい
え、
受診率は20％前後にと
どまり、国のがん対策推進
基本計画が掲げる
「受診率

に関連記事）
ポイントは、まず、ピン
クリボンフェスティバル事
務局の対がん協会への移管

国大会に参加を予定してい
るほか、
ピンクリボン活動、
リレー・フォー・ライフへ
の参加など、積極的な活動
を展開する。

れた。正しい知識の普及と
ともに検診の受診を強く呼
びかける。支部への協力を

50％以上」
と大きく乖離し
ている。
対がん協会の事務局長が

求め、
「20代の子宮頸がん
検診無料キャンペーン」の

参加し、効果的な普及啓発
の方策を論議している厚生

さらに近年若い女性に増
えている子宮頸がん啓発キ
ャンペーンを展開する。原
因となるヒトパピローマウ
イルス（ＨＰＶ）の感染を

実施も検討する。
これらの活動は支部が担
うがん検診の推進につなが
る取り組みだ。年間約１千
100万人の検診を行う（累

労働省の「がんに関する普
及啓発懇談会」の動きを見
据え、一人でも多くの人が
受診に足を運ぶように重点
項目を着実に実施する。

訂 正
３月１日付「対がん協会報」
（第543号）
の
「がん検診実態
調査」
の記事の見出しで「受
信者減少」
とあるのは「受診
者減少」
の誤りでした。訂正
します。

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。
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ホットラインの時間延長、面接相談の回数増 患者支援の拡充
さまざまな形で患者や家

の担当医を１人増やして

し、モデル事業を始める。

を進めている。

族らへのサポートの拡充を
図るのも、日本対がん協会
の今年度の事業計画の大き
な柱になっている。
まず「増える患者ニーズ

18人にし、回数を年に300
回から350回にする。
患者支援のための寄付を
募る「リレー・フォー・ラ

がん医療を支える医師の
養成にも力を注ぐ。全国に
公募し、若手医師を対象に
国内の専門医療機関で研修

イフ」について、日本対が

してもらう。米国でトップ

このほか、乳がんや婦人
科がんの手術の後遺症で患
者の生活の質を大きく落と
すリンパ浮腫の予防や症状
改善を指導する技能者の養

への対応」として、患者ら

ん協会は活動の柱の一つと
位置づけ。アメリカ対がん
協会と連携しながら各地で
講習会を開き、スムーズに
運営できるよう、働きかけ

クラスのがん専門病院での
研修も実施する方向で検討

成講座に対する助成も新た
に始める。

への相談に電話で応えるホ
ットラインの時間延長と相
談員の増員を図る。
看護師や社会福祉士ら９
人の相談員が平日の午前
10時から午後４時まで受
け付けてきたのを、４月か
らは午後６時に延長。相談
員も年度内に３人増強して

ていく。

12人にする。態勢が整い
次第すみやかに、土曜日の
相談も始める。

の進展に加え、入院期間の
短期化に向けた厚労省の政
策誘導もあって、在宅で治
療を続ける患者が増え、病
院を中心とした医療だけで
は患者をサポートできなく

従来の時間帯だと、平日
の午前９時から午後５時ま
で働いている人だと相談す

さらに今年度の事業の中
で特徴的なのが、地域ボラ
ンティアの組織化だ。
がん患者の増加や治療法

るのは難しい場合もあった
が、勤務後や週末にも相談
できることになる。
ホットラインの相談は
年々増えている。受付件数

なっている。
そこで対がん協会は患
者・家族をサポートする地
域のボランティアの組織作

は06年度の1370件から07
年度は3454件と倍以上に

に盛り込んだ。短期滞在型
の施設を含む「在宅治療」
中の患者に対し、
「見守り」
「傾聴」
「掃除」といった支
援ができる人材の養成や、

増え、08年度は６千件を
超すことが見込まれてい
る。態勢の拡充で今年度は
１万件の相談が可能になる。
厚生労働省の委託事業で
ある「医師による面接相談」

りを手伝うことを重点項目

組織の運営への助成などを
計画。まず高知、大阪、福
島で活動する組織と連携

【主な継続事業】
◆ ほほえみ基金
・乳がんシンポを共催
10月のピンクリボンフェスティバルの一環として
東京、神戸、大阪で朝日新聞社と共催する。
・母の日無料相談
５月の母の日に専門医による乳がんの無料電話相
談を実施する。乳がん月間の10月も行う。
・マンモグラフィー技師講習
・超音波検査講習会
・ＡＣ（公共広告機構）の乳がん征圧キャンペーン
◆ 禁煙基金
・禁煙セミナー
秋に東京での開催を検討。たばこ規制に取り組み
個人や団体の表彰も考える。
・世界禁煙デーの街頭キャンペーン
・禁煙コンテスト
・禁煙ポスター・標語コンクール
◆ 啓発活動
・がん征圧月間（10月）の活動
・セミナーや市民公開講座
朝日新聞社と共催する朝日がんセミナーを９月に
東京と大阪で実施。日本癌学会市民公開講座を10
月に開催する。国際対がん連合（UICC）が定める
「世界対がんデー（２月４日）」にUICC日本委員
会などと協力してシンポジウムを開く。
・ホームページの拡充

全国大会は和歌山市で
今年度の「がん征圧全国大会」は９月10、11日に和
歌山市で開きます。昨年度の仙台市での大会と同様に、
一般に開かれた大会をめざし、日本対がん協会のほほえ
み大使アグネス・チャンさんが記念講演を行います。市
民向けの巡回セミナーの同時開催も検討しています。席
上、がん征圧に功績のあった個人・団体に対し、「日本
対がん協会賞」と、特別賞の「朝日がん大賞」を贈呈し
ます。10日には全国支部長会議を開催します。
また全国支部事務局長会議を６月19日に東京で開く
ほか、５月と12月には全国ブロック代表会議を東京で
開催する予定です。

がん検診の受診率向上に向け、がん検診の詳細情
報を提供する。
◆ 寄付募集活動
担当者の増員を図り、企業に社会貢献活動と連動し
たビジネスモデルを提案して寄付につなげる。
◆ 厚生労働省委託事業
・がん臨床研究推進事業
・がん対策のための戦略研究
◆ 国際交流
国際対がん連合（UICC）やアメリカ対がん協会
（ACS）などとの連携を強化する。
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【一般会計収支予算書】
2009年度当初
◆事業活動収入
基本財産運用収入
特定資産運用収入
寄付金収入
個人
法人
チャリティ
オンライン
支部負担金収入
協会報収入
刊行物収入
ピンクリボン事業委託費
宝くじ協会助成金収入
雑収入
計

300,000
1,204,000
230,000,000
77,500,000
72,500,000
77,000,000
3,000,000
3,585,000
15,876,000
6,806,000
20,000,000
0
8,188,000
285,959,000

◆事業活動支出
事業費支出
広報企画人件費
協会報費
刊行物費
征圧運動費
ほほえみ事業
ピンクリボン事業
全国大会費
顕彰関係費
ビデオ・冊子等作成費
派遣費
調査研究助成費
研究団体等助成費
医師研修奨学費
研修研究会費
資料調査費
受診率向上対策費
雑費
支部関係費
支部活動助成費
啓発募金活動費
ブロック会議費
雑費
がん健康相談費
事業費支出計
管理費支出
消費税支出
繰入金支出
計

206,814,000
32,276,000
5,554,000
9,567,000
76,190,000
49,965,000
22,942,000
5,130,000
1,190,000
0
4,000,000
15,770,000
2,880,000
6,700,000
5,000,000
1,140,000
0
50,000
2,607,000
0
0
960,000
1,647,000
40,782,000
265,973,000
95,381,000
2,500,000
200,000
364,054,000

この日から、医師による
「がん面接相談」
、
「がん相
談ホットライン」を分室で
行う予定。

350,000
1,400,000
245,500,000
45,000,000
140,000,000
60,000,000
500,000
2,150,000
15,876,000
9,106,000
0
0
8,188,000
282,570,000

124,150,000
21,843,000
5,554,000
12,419,000
70,968,000
7,000,000
0
4,036,000
2,330,000
0
0
21,800,000
3,060,000
6,700,000
1,850,000
1,140,000
9,000,000
50,000
18,551,000
2,000,000
9,991,000
960,000
5,600,000
43,570,000
208,071,000
72,196,000
2,500,000
100,000
282,867,000

厳しい経済情勢の中、
積極的な事業展開
日本対がん協会の2009
年度の収支予算（一般会計）
の事業収入は、
２億8595万
円で、前年度当初の収支予
算に比べて338万円の増に
なった。
これは朝日新聞社からの
ピンクリボン事業委託費２
千万円が計上されたことに
よる。全般的には景気低迷
の影響を受けることが予想
され、寄付金収入は1550
万円の減を見込んだ。
法人寄付7250万円のう
ち4750万円は朝日新聞社
からの寄付になる。
事業活動支出は、積極的
な事業展開を計画している
ことや、要員の増強や西銀
座分室の開設などから、３
億6405万円と、前年度の
当初より8118万円の増加
になった。
今年度予算について、対
がん協会は①従来の予算科
目が実態に合っていなかっ
たため科目替えを行った②
50周年をうけた積極的な
事業展開であえて繰越金を
残さない予算建てにした③
今後認定をすすめる新公益
法人の収支相称のルールに
のっとって準備した…の３
点を特徴に挙げている。

ん協会本部の事業は年を追
って拡大している。がん相

５−１ 有楽町センタービ
ル）だけでは手狭になった

これに伴い、面接相談の
予約電話を〈03・3562・
8015〉に、がん相談ホッ
トラインの電話を〈03・
3562・7830〉に変更する。

談ホットラインなどの活動
も陣容を増やし、受付時間
の延長を図る。また医師に
よる面接相談も年に300回
から350回に増やす計画を

ため、本部事務所と道路を
挟んで隣り合う西銀座デパ
ートのある施設の一室（約
100平方㍍）を借りること
にした。

がんに関する正しい知識
の普及啓発や検診の受診率
向上を目指す活動、患者・
家族の支援活動など、対が

立ている。
こうした事業の拡大に伴
い、現在の本部事務所（東
京都千代田区有楽町２−

これらの事業のほか、乳
がんの征圧を目指すピンク
リボン事業も、分室で行う
ことを計画している。

13日付で西銀座分室開設
日本対がん協会（垣添忠
生会長）は４月13日付で、
新たに西銀座分室（東京都
中央区銀座西４丁目）を開
設する。

2008年度当初
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ほほえみ大使 アグネスが聞く④

「医療に間（ま）を」上野直人・米テキサス州立大学Ｍ.Ｄ.アンダーソンがんセンター准教授

うえの・なおと 89年、和歌山県立医科大学卒。米ピ
ッツバーグ大付属病院などで一般内科研修をした後、98
年に同センターへ。米内科専門医、米腫瘍内科専門医。
度々来日しチーム医療の研修や、若手医師や看護師、薬
剤師らの養成に尽力している。

言われたんですが、３日目
に電話がかかってきたんで
す。
「治りましたか」って。
そこまで気にかけてくれて
いるのか、と涙がでちゃい

指示をしてもその通りして
くれなかったら患者さんが
不幸になります。もっとも
何であわないのか、まず、
考えてほしいですが」

ました。
「アメリカに行って一番
はじめに教えられたのは、
座って患者さんの目を見て
話しなさい、ということで

「患者さんにお願いした
いのは、自分が本当に思っ

した。それと、いきなり症
状は？ と聞くのではなく、
今日はどうされましたか？
といったように、患者さん
が何でも話しやすい形で切
り出すことでした。１分ぐ
らい自由に話してもらう。
そうすると、聞いてもらっ
てよかったという気持ちに
なれる」

ていることを正直に医師に
伝えることです。僕らは
15分ぐらいの単位がある
ので、割とゆとりがあるの
ですが、３分だとか言われ
る日本だと、事前に何を言
うのか、まとめておいた方
が良いでしょう。ちょっと
でも引っ掛かっていること
があれば必ず言う。医療者
は、患者が言ったことを、
簡単にあしらってはいけま
せん。そうするとそこでコ
ミュニケーションブレーク

−先生はずっとアメリ
カで診療されていますけ

そのことを知ってほしい」
「セカンドオピニオンを

ど、患者が最高の医療を受
けたいと願うのは日本もア
メリカも変わらないと思い
ます。最高の医療を受ける
ためのポイントを教えて下
さい。

受けると、その方が良く思
えることがありませんか。
その前に考えて下さい。目
の前にいる医師とコミュニ
ケーションがとれている
か、と。そうでないとどう

「医療って、患者さんが
医療者とどうコミュニケー
ションするかによって良く
もなるし悪くもなると思う
んです。がんでなくても、

してもセカンドオピニオン

「あわない？ 本当に性
格があわないのなら医師を

の方が良く思えるんです。
患者さんにとって良い情報

代えた方がいいかも知れな
い。米国にはペイシェント

うだったとか……。服を着
替えている時も話していま

が提供されても、自分のも
のにしないと意味がない。

アドボカシーを担当する人

す。短時間にどれくらい話
ができるかが、勝負ですか

大きな病気になった時、ど

そのためにもコミュニケー
ションが重要です。コミュ
ニケーションがないまま医
療がどんどん進むと、やが
て大きな誤解を招くことに

この病院が良いのか、みん
な必死で探します。東京や
大阪のような大都市なら大
きな病院がいくつもあって
選べるのかも知れません。
でも、都市部にしか良い医
療はないのか、というと、
決してそんなことはありま
せん。目の前にいる医療者
と良いコミュニケーション
がとれていればけっこう良
い医療を受けられる。まず、

なりかねません」
−私もアメリカで暮ら
したことがあるのですが、
そこで受診してびっくりし
たのは、お医者さんが私の
目を見て話すんです。子ど
もが病気で薬をもらった時
には「３日で治るから」と

− 満足度ということ
ですね。でも、患者からみ
て何となく「あわない」医
師もいるんですね。がんの
治療は長く続くので、あわ
ないと大変な気がします。

が病院にいて、そういう人
に言うと、まず互いに話を
してみて、代えた方がいい
ということになれば医師を
代えてくれる。医師の側も

ダウンが起きる」
−私は３カ月に１回検
査を受けに通ってますが、
とにかく話すようにしてい
ます。薬の副作用がどうだ
ったか、一番気になってい
るのは何だとか、体調はこ

代わることに躊躇はないで

ら。
「それ、最悪です。診察
室の広さなどもあるでしょ
うが、僕の場合、患者さん
が服を着る時には別の部屋

すね。私も１、２回あった
と思います」

に行ってもらいます。準備
ができたら戻ってもらい、

−日本ではたぶん、患
者の足がその病院から遠の
いていき、別の病院に行く

それから話をします」

ことになるでしょうね。
「実は医師の側から言う
こともあるんです。いくら

ます。でもカーテン越しに

−もちろん服を着るの
はカーテンで仕切られてい
話しています。
「僕はそこを外したい。

2009年4月1日

仮にこのインタビュー中に
僕が中座したら、アグネス

対 が ん 協 会 報

さんはどうしますか。この
質問で良かったかな、あの

していますか、って。説明
できなかったら、怒るとか
いうのではなく、もう一度
話をする。患者が説明でき

答にに対してはもう少し突
っ込んで聞いた方がいいか
な、などと考えませんか」
「間
（ま）
をとるんです。
医療に間はとても大切なん

ない、ということは理解で
きていないということです
から。理解していない患者
に対して医療は進められな
いのが基本です。診察はい

です。間を与えない医療は
まさに緊張の中でのレース

つも疑問がない、というこ
とで終えなければいけない
と思います。なかなか難し
いのですが」
「薬とかサプリメントと

みたいなわけで、一定の効
果はあっても、最終的な効
果を含めて患者の満足度は
違ってきます」

（第三種郵便物認可）
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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

−その日の診察が終わ
って喜びでいっぱいだった
り、がっかりしたり。きょ
うはちゃんと聞けたかなっ

か何か飲んでいるのなら、
医師にかかった際は必ず伝
えてほしい。僕らが処方し
ようとした薬と相互作用が
起きる恐れが否定できませ

て、診察後に車に乗って冷
静になって考えることがあ
りますね。
「それを考える間を診察
室で作ってあげるのが大切
ですよ。短い時間では難し

ん。飲んでいるけど、それ
が何か分からないというの
は、自分で損をしているこ
とになります。すべてを詳
しく知っておく必要はない
けれど、コンパクトに自分

とを分かっているか、とい

どをすべて考え直すことに

うと決してそうではない場
合があるんです。その場の
ことは理解できても、経緯
が分からないと、パートナ
ーと患者本人の考えが乖離

なった。嫌なことだったけ
ど、同じ年の健康な人より
も死への準備は自分の方が
できているので良かったと
も思えるし、がんの医者と

いなら、患者の側から、先
生、もう１回来ていいです
か、って尋ねるのも良いか
も知れません。自分で自分
に間を与えるんです」

のカルテを持っているとい
うのはとても大切です」

してしまいます」
−私たちの心理として

−先生は以前新聞に、
告知は一人で聞かない、と
書かれていました。これは

はね、早く患者から卒業し
たいんです。がんの場合、
患者でいることが長いです

して患者の気持ちが分かる
というのは普段の診療にも
きっと大きな影響を与えて
いる。がんになって悪いこ
とばかりじゃないな、と」

大事なことだな、と思いま
す。私も夫が一緒に行って
くれたから、すごく助けら

よね、ずーっとですよね。
「例えば乳がんを手術し
て５年たって、そこで区切

人生について考えました。
新しい仲間もでき、ある意

れました。
「ふだんの診療でも、も

りがついたという患者さん
を、残念ながら僕はあまり

味では良いことも多かっ
た。そう言えるのも早期発

し何かの可能性があるんだ
ったら、誰かが一緒にいた
方がいい。僕がここちょっ
と怪しいんだよ、というと、
そればかり気が取られて、

知らないんです。患者とい
うより、サバイバーと言っ
た方が良いと思っているん
です」

ほかの説明が耳に入らなく
なる。それに情報を共有し

っているのですが。でも先

見だったから。仕事も続け
られるし家族とも一緒に過
ごせる。経済的にも大きな
負担ではない。お医者さん
によっては、そうは思わな
いという人もいますが、自

「それに僕は患者さんに
メールのアドレスを伝えて
います。何かあったら尋ね
て下さい、って。あまりメ
ールが届きませんけれど」
−いつでも主治医の先
生に連絡がつく、というの
は良いことですね。窓を開
けておく、ということです
ね。
声を出せば聞こえるよ、
一人で恐れたり悩んだりし
ないでね、ってメッセージ
を受けると患者はとても安
心できます。
「それに患者を育てるこ
とも大切なんです」
−患者を育てる？
「僕が尋ねるんです。こ
の前の診察の時に何を話し
ましたか、とか、どう理解

ておかないと、相談相手に
なれないんです。毎回一緒
に行く必要はないでしょう
が、ポイントポイントでは
必ず同席してほしい。そう
でないと、仮に将来何かが
起きた際の対応にも困る。
パートナーが患者本人のこ

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。

−私もサバイバーと言

−私も乳がんになって

生とお話をしていて患者で
あることを嫌がってはいけ
ないんだな、と感じるよう
になりました。
「人生の一部だから。僕

分が病気になって一番大事

も去年、脚にできた肉腫を
摘出したのですが、自分の
人生って何だろうって考え
ました。リビングウイルな

に私も「先輩」にすいぶん
助けられました。仲間がい
ることはとても心強いこと
ですからね。

なことは、早期発見して、
早期で見つかって良かった
なという人を増やすことだ
と思っているんです。それ
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「公益目指す」が31、
「なお検討」14
公益認定で支部アンケート
日本対がん協会は２月、 5 0 ％以上を占めること、
公益法人改革について各支
②公益事業とは、決められ
部の準備状況をたずねるア
た事業の種類に該当し、
ンケートを行なった。その 「不特定かつ多数の利益の

中」が29支部を占め、す
でに道府県の担当部門とも
接触を始めているところも
６支部あった。神奈川と新

向、関連の深い県の方針、
公益認定の基準の方向など
を見てから決めたい、とい
うのがほとんどだった。

結果、
46支部のほとんどが
公益財団法人への移行を目
指しており、
22年度から23
年度に申請する予定の支部
が多いことがわかった。

増進に寄与する」などの条
件がある。これらの条件の
判定基準がまだ明確になっ
ていないため、方針を決め
あぐねている団体が多い。

潟の２支部が21年度中の
認定を目指しているが、直
接には検診事業を実施して
いないため、公益認定の見
込みがたちやすい、という

その他、本部への要望や

昨年12月に施行された

46支部では、
「公益法人

理由がある。
22年または22

新公益法人三法によると、
現在の財団法人は2013年

を目指す」と答えたところ
が31支部あり、
「一般法人

年度中
（予定、
目標を含む）
に申請したい、
とする支部

（平成25年）11月末までに、
「公益財団法人」か「一般

を目指す」は１支部だけだ
った。その他の14支部は、

は、石川、宮城、長野、福
井、鳥取、島根、香川など

財団法人」に移行しなけれ
ばならない。公益法人に認
定されると、公益目的事業
は非課税になり、その法人
に寄付した人や団体は寄付

「検診事業が公益事業と認
められるかどうかわからな
いので、方向を決められな
い」という理由と、
「公益
法人か一般法人か、新制度

金控除が得られるなどの利

のメリット・デメリットを

点がある。しかし、公益法

検討中」に分かれた。

人になるためには、①公益
目的事業への支出が全体の

準備状況では、
「外部セ
ミナー受講等もして検討

９支部。22年度〜23年度と
答えたところは、
栃木、
青森、
山形、
愛媛、
群馬など５支部
で、21〜23年度までには
決着させたいという支部
が、
合わせて21に達した。
一方で「時期未定」の支
部は22あるが、その理由
は、他県の状況、本部の動

各種の研修会を熱心に受講
診療放射線技師や保健師ら

意見の中では、
約半数の22
支部から具体的な注文があ
った。最も多いのは、公益
認定に関する情報、資料、
各支部の申請状況などを求
める声で、
同時に、
「検診事
業が公益目的事業に認めら
れるよう、関係機関に働き
かけて欲しい」という要望
も多くの支部から出された。
本部ではこれらの要望に
応える一環として、
６月19
日に開催する支部事務局長
会議に、すでに内閣府から
公益財団法人に認定された
「公益法人協会」の太田達
男理事長を招き、講演と質
疑応答を予定している。
う！ ―元気になって帰
れる講座」と題したワーク
ショップを行った。
診療放射線技師研修会は

日本対がん協会は、診療
放射線技師、保健師・看護

「マンモグラフィの物理」
などをテーマに講義した。

藤博氏が、がん検診の精度
管理をテーマに講演。がん

対がん協会と結核予防会の
共催で３月11〜13日、東

師らを対象にした３つの研
修会を開催した。
２月27日から３日間の
日程で、マンモグラフィ撮
影技術講習会（ＮＰＯ法人
マンモグラフィ検診精度管

受講者全員に修了証が授与
された。
読影や筆記試験では、13
人がＡ評価（指導者になれ
る）
、
11人がＢ１評価
（技術
的には十分）
、
７人がＢ２評

死亡率の減少には有効性の
確立した検診を徹底的に精
度管理して行うことが重要
などを訴えた。東京農工大
学の阿部眞弓氏は、禁煙補
助薬の副作用や禁煙の動機

京都清瀬市の結核予防会結
核研究所で開かれ、参加し
た52人が活発に意見を交
わした。
日本対がん協会の垣添忠
生会長が前立腺がんについ

理中央委員会と共催）を東
京都江東区有明の癌研有明
病院で開いた。
16回目の今回は対がん
協会支部などから47人が

価（基礎的知識に到達）と
判定され、認定資格を得た。
３月５、
６日に東京都千代
田区有楽町の朝日スクエア
で開いた第32回保健師・

づけなど禁煙指導について
具体的に話した。
また癌研有明病院婦人科
の平井康夫氏は「新しい子
宮頸がん検診結果報告の実

て、宮城県対がん協会の久

参加。協会の研修会世話人

看護師研修会には60人が

際〜ベセスダシステムにつ

の赤松暁氏や、神奈川乳房
画像研究会の石川光雄氏ら

参加した。
国立がんセンターがん予

いて」
、ヒューマンギルド
の岩井俊憲氏が「あなたの

の専門家が「検診の接遇」

防・検診研究センターの斎

職場を大いに勇気づけよ

検診学会・胃がん専門認定
技師更新で２単位が認めら
れる。研修を終えた人たち
は修了証を受け取った。

道茂会長が、がん対策基本
法とがん検診の科学的検証
について講義した。
研修会は日本消化器集団

2009年4月1日
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巡回がん
セミナー
「検診受けて早期発
見！」
−。日本対がん協
会（垣添忠生会長）と熊本
県総合保健センター（北野
邦俊理事長）は３月３日、

え、欧米先進国のパターン
に移っていると指摘。
「がん
の原因はたばこ30％、食
べ物35％、感染症10％で、

を理解してもらうのが目的
で、300人近い市民の人た
ちに、垣添会長や乳がん体
験者らが講演した。
巡回がんセミナーは熊本
が今年の第一回目で、６月

ように、いくつもの遺伝子
の異常が積み重なって正常
細胞ががん細胞になるメカ
ニズムを紹介。がんは▽遺
伝子の異常によって発生し
進展する▽生活環境に関連

に松山市、９月には和歌山
市で計画している。セミナ
ーは各地の要望などに応じ
て開き、垣添会長らが講演
している。対がん協会は開

する▽長い時間経過がある
慢性病である−という、

催の希望を募っている。
熊本市でのセミナーは熊
本日日新聞社、熊本県商工
会議所連合会、熊本商工会
議所などの後援を受けた。
まず、熊本県医師会長の
北野理事長が「男性では二
人に一人、女性では三人に
一人が一生涯にがんになる
と言われます。高齢化で発

巡
回
セ
ミ
ナ
ー
で
あ
い
さ
つ
す
る
北
野
理
事
長

腺といった臓器のがんが増

い情報を提供し、がんの早
期発見・早期治療の重要性

巡回がんセミナー」
（アフラ
ック協賛）
を開催した。
正し
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今年の１回目が熊本市で

その他25％」という海外
データを示して生活環境の
影響の大きさを説明した。
さらに「多段階発がん」
という、多くの階段を上る

熊本市の県立劇場で「全国

（第三種郵便物認可）

の目的について「集団の死
亡率を下げること。放って
おくと死亡する可能性の高
いがんを見つけるが大切で

がんの特徴を解説した。
そのうえで、宮城県対が
ん協会の久道茂会長による

す」と説明。科学的に根拠
のある検診を正しく正確に
行う必要があると指摘し、
「どこで検診を受ければい
いか、きちんと精度管理を

「がんになる（死ぬ）ため
の10カ条」
（おいしいもの
は好きなだけ食べ脂肪も控
えめにしない、たばこは毎
日 2 0 本以上きちんと吸

している機関を見極めてほ
しい」と呼びかけた。
胃がんに関係するペプシ
ノーゲンや、ピロリ菌抗体
の検査について、
「決して

動や、
「乳がんライブラリ
ー」も開設している。
米岡さんは、手術当日に
医師から「今日の手術と、
その後の治療に全力を尽く

う−など）を逆説的に紹

胃がんを見つけている訳で
はなく、胃がんになりやす
い人を見つけているんで
す」と、検査の性質を把握
するように注意。精密検査

します」と聞いて驚いたと
いう。というのは「乳がん
は手術をすれば治療は終わ

はずっと続きます」
がんとの闘いに命を落と
していった人を何人もみて
きた米岡さんは「元気な人、
がんになっていない人にも
自己検診法などを話してい

介しながら、生活習慣に気
をつけ、検診で症状の出る
前に異常を見つけることの
重要性を訴えた。

体験を語る米岡信子さん

ると思っていたからです。
でも手術は第一段階。治療

症率は高まり、死亡数も増
えていきます。国のがん対
策推進基本計画の目標は、
死亡率の20％減と検診受
診率50％以上です。巡回
セミナーを通じてがん検診

「がん検診の現場から」
と題して講演した熊本県総
合保健センターの村上晴
彦・医局係長は「がんが見
つかると長生きできないと
思っている人が多いが、そ

の受診率が７〜８割だと数
字を示して「精密検査を、
と言われたら必ず病院を受
診してほしい」強調した。
最後に乳がんの患者団

の重要性を理解し、身近な
人に検診の輪を広げてほし
い」とあいさつした。
講演では垣添会長が「わ

れは発見時には進行して手

子・熊本県支部長が「私の
がん体験」を語った。米岡
さんは1985年に手術を受
け、その後、あけぼの会を
設立したワット隆子さんの

かなければ」と啓発活動に

講演を聞いて「体験者によ

と感じたら、先生をかわる

るボランティア活動の必要
性」に共感し支部設立に尽

ことを考えるのも必要でし
ょう」とアドバイスしてい

力。入院患者を訪問する活

た。

遅れというケースが多いか
ら。早期がんの多くは治せ

が国のがん対策に占める検

る。つまり長生きできるん
です」などと話した。

診の重要性」を訴えた。日
本人では、かつて多かった
胃がんなどが減少する一
方、肺、大腸、乳房、前立

早期で見つかれば治る可
能性の高いがんとして胃、
子宮、大腸、乳房などの臓
器のがんを挙げ、集団検診

体・あけぼの会の米岡信

も積極的に取り組む。
「長く続く治療で重要な
のが主治医との信頼関係で
す。
どうしてもあわないな、
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命のリレー 沖縄から
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今年はさらに
10カ所以上で計画

「リレー・フォー・ライ
少し遅れて始まった。実行
フ ジャパン2009」の最
委員長の真栄田絵麻さんが
初のイベントが３月14〜 「私は子宮がんと大腸がん
1 5 日、沖縄で開かれた。 を経験しましたが、がんに
14日は北風と冷たい雨に
なって良かったと思ってい
見舞われ、とても南の島と

ます。人は生かされている

は思えない「厳しい寒さ」
だったものの、実行委員会
メンバーや参加者が「ゆい
まーる（助け合い）
」精神

んだと知って自分が変わっ
たんです。命のリレーは人
間一人ひとりが生かされて
いることを感じなければい

を発揮し、心温まるイベン
トになった。15日はさわ
やかに晴れ上がり、
「また
来年」を合言葉に、
「かち
ゃーしー」を踊りながらの

けません。支え合い、勇気
をもって笑顔で歩んでいき
ましょう」とあいさつ。地
元・北谷町の野国昌春町長
が「がん患者は 2 4 時間、

会の三浦秀昭・実行委員長
が、06年に茨城県つくば
市で試験的に始まったリレ
ー・フォー・ライフについ
て紹介。琉球大学医学部付

オークまでの間、琉大病院
の増田がんセンター長らの
ほか、中頭病院（沖縄市）
を運営する特定医療法人敬
愛会の仲田清剛理事（ちば

ラストウオークで締めくく
られた。
沖縄でのリレーは、
「2009
リレー・フォー・ライフ in
うちな〜♪
（〜ｏ〜）
」と銘

がんと闘っています。その
がん征圧を目指すリレー・
フォー・ライフは今年、北
谷町から始まりました。全
国に浸透することを祈念い

なクリニック院長）や看護
師、浦添総合病院の医師ら、
テレビや新聞でリレーの開
催を知ったがん患者ら約
600人が随時参加。交流を

打ち、沖縄県中部の北谷町

たします」と歓迎の言葉を

属病院の増田昌人がんセン
ター長が、沖縄のがんの現
状を紹介し、治療の選択に
あたってセカンドオピニオ
ンの大切さを訴えた。
三線とキーボードの弾き

にある総合運動公園の陸上
競技場で開催された。
風雨がひどく、開会式は

述べた。
リレー・フォー・ライフ
の「先輩」
、横浜実行委員

語り女性ボーカル、
churaku
（ちゅらーく）によるウエ

族、患者団体、医療関係者
らを巻き込んで互いの連携
を密にしようと15日未明
まで熱く意見を交わした。
昨夏の北海道・室蘭でのリ

寒風の中で始まったサバイバーズウオーク＝沖縄県北谷町

ルカムソングなどポップス
や琉球舞踊といったパフォ
ーマンスが繰り広げられる
うちに雨もあがり、サバイ
バーズウオーク。
「命のリ
レー ちばりよー
（がんばれ
ー）
」と書き、カラフルな
手形を押した横断幕を手に

この小さなテーブルは、尊厳と名誉の象徴です。これは、ここ
に来る事が出来なかった愛する人の席です……静かな音楽が流
れるなか、詩を朗読する真栄田絵麻さん＝沖縄県北谷町

サバイバーたちが記念すべ
き一歩を刻んだ。
15日昼過ぎのラストウ

深めるとともに、患者・家

レー・フォー・ライフに参
加した人の姿も見られたほ
か、がんと告げられ、ずっ
と引きこもっていた地元の
男性も実行委のメンバーと
手を携えて晴れ晴れした様
子でグラウンドを踏みしめ
ていた。

９月12日〜13日には静岡・御殿場とさいたま市で

公園」光と風の広場）
、岐阜（10〜11日、岐阜大学

計画されている。「リレー・フォー・ライフ静岡
2009 with 富士山」と題された御殿場陸上競技場
（雨天時は隣接の御殿場体育館）でのイベントは18
〜20時間と通常の24時間より短めだが、富士山を背
景に雄大なリレーが期待されている。さいたま市の
会場は農業者トレーニングセンター緑の広場（緑

グラウンド、体育館）
、徳島（10〜11日、小松島し
おかぜ公園）
、高知（10〜11日、高知市中心部にあ
る城西公園）で予定されている。高知ではリレー・
フォー・ライフの前触れとして８月22〜23日に四万
十川の沈下橋でルミナリエを計画中だ。
さらに北海道、神奈川、兵庫、大分での開催が計

区）
。
９月19日〜20日には埼玉・川越で、22日〜23日に

画されるなど昨年（６カ所）の倍以上の開催が見込
まれている。日本で初めて開かれて４年目、がん患
者・家族を支援する「リレー・フォー・ライフ」が
各地に根付こうとしているようだ。

は広島市の広島市民球場でも計画されている。
10月には、福岡（３〜４日、国営「海の中道海浜

