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２面 支部人事
主 ３面 基本健康検査にみる喫煙率
な ４〜５面 アグネスが聞く⑤
内 ６面 がん征圧スローガン決まる
容
日本対がん協会賞推薦受付
７面 リレー・フォー・ライフに参加して

胃がん・肺がん減少続く
市区町村のがん検診
胃がんと肺がんの検診受

ん21.6%、大腸がん18.8%、

診率は減少基調……。厚生
労働省の2007年度の地域
保健.・老人保健事業報告
で、こんな傾向が明らかに

子宮がん 1 8 . 8 %、乳がん
14.2%となっている（近年
の傾向はグラフの通り）。
20%を超えたのは肺がんだ
けで、ここ数年の傾向は変

なった。大腸がん、子宮が
んはここ数年横ばい状態に
なっている。
（受診率など
の説明は３面）
市区町村が07年度に実
施したがん検診の受診率
は、胃がんが11.8%、肺が

2009年
（平成21年）
５月１日（毎月１日発行）

2007年度
老人保健事業

がん検診受診率の年次推移

わっていない。ただ、その
肺がんも減少傾向にあり、
03年度よりも２ポイント
下がっている。
07年度の受診率を全国
1816の市区町村でみると、

がん検診における要精密検査者及び
がんであった者の割合
平成19
（2007）年度

注：乳がん検診については視触診方式及びマンモグラフィの併用者を
計上。

がんホットライン

月〜金 午前10時〜午後4時

03−3562−7830
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、03−3562−8015（予約専用電話）へ。

胃がんは受診率
の低いところが
目立ち、10%未
満（506）、10〜
20%未満（613）

乳がんでは10〜20%の市
区町村が最も多かった。
がん検診で要精密検査と
言われた人の割合と、がん
だった人の割合は、胃がん

の二つで６割を
超えていた。
これに対し、

は10.04%と0.15%、肺がん
では2.81%と0.05%、大腸
がん7.27%と0.17%、子宮

肺がんは、50%
以上のところが

がん1.14%と0.05%、乳が
ん8.56%と0.27%。要精密

400と受診率の
高い市区町村が
多かった。大腸
がん、子宮がん、

検査と言われた人の中か
ら、実際にがんが見つかる
割合は胃がんが最も低くて
1.53%だった。
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▽常務理事兼事務局長（県
立農林大学校長）橋本和博
▽常務理事（専務理事）下
城茂雄＝県保健福祉部長

吉田美昌
【滋賀】支部長（株式会
社滋賀食肉市場代表取締役
社長）太田剛

【高知】退任 副支部長
渡邊泰方＝県経営者協会参
与＝４月16日付
【長崎】副支部長（県対

退任 常務理事兼事務局

退任 支部長 三谷健太

馬地方局長）池松誠二＝県

【青森】専務理事兼事務
局長（専務理事）長嶺洋一

長 岡英夫
【千葉】退任 副支部長

郎
【兵庫】副支部長兼事務

福祉保健部長
退任 副支部長 入江季

退任 常務理事兼事務局
長 蒔苗時雄

林學
【長野】副支部長 桑島

局長（県北 磨県民局長）
中島英三

記＝県福祉保健部長
【熊本】常務理事兼事務

【宮城】理事兼事務局長
（事務局長）加藤秀則＝
2008年12月11日付け
【山形】退任 副支部長
高橋節

昭文＝県衛生部長▽専務理
事（県地方事務所長）安江
幸大▽事務局長（県長野保
健所次長）宮澤功二
退任 副支部長 渡辺庸

退任 副支部長 田口章
＝県参事
【和歌山】専務理事兼事
務局長（県参事）辻岡健志
退任 専務理事兼事務局

局長
（県監査委員）
高宗秀暁
退任 常務理事兼事務局
長 山田英紀
【大分】副支部長 高橋
勉＝県福祉保健部長▽専務

【茨城】専務理事兼事務
局長（理事兼事務局長）根

子＝県衛生部長▽専務理事
大塚武雄▽事務局長兼管理

長 植野博文
【鳥取】常務理事兼事務

理事兼事務局長（県会計管
理者）利光一義

本雅博▽理事兼診療所長
（診療所長）渡辺宏

部長 岡澤孝昭
【富山】支部長 植出耕

局長（事務局長）丸瀬和美
退任 常務理事 山闢清

退任 副支部長 阿南
仁＝県福祉保健部長▽専務

退任 専務理事 増田一

一＝副知事▽専務理事兼事

美

理事兼事務局長 古長正次

良
【栃木】常務理事（日赤
県支部事務局長）小松孝▽

務局長（事務局長）霜上寛
退任 支部長 齋田道
男＝副知事▽専務理事 ●

【島根】常務理事（常務
理事兼事務局長）清水義史
▽事務局長兼総務部長（環

【宮崎】副支部長（県企
業局副局長）久保哲博▽事
務局長（県都市計画課長補

事務局長兼管理部長（事務
局次長兼総務部長）山根則
幸

方義和▽常務理事兼経営部
長 金森忠夫
【三重】事務局長（百五

境事業部長）古藤伸之
【徳島】理事兼事務局長
（県危機管理局長）
瀬尾裕信

佐）沼口晴彦
退任 副支部長 藤原壽
太郎▽事務局長 野闢邦

退任 常務理事兼事務局

銀行名張支店長）松井和

退任

長 上杉純夫
【群馬】専務理事兼医療
局長（医療局長）真鍋重夫

也＝２月１日付
退任 常任理事兼事務局
長 北出弘▽同兼診療所長

鈴木行雄

支部人事
日付表記のない場合、
発令は４月１日付、
退任が
３月31日付。

新しい役員・事務局長のみなさん

理事兼事務局長

男＝県福祉保健部副参事

福岡県支部
財団法人九州産業衛生協会と財団法人福岡県対がん協
会は４月１日に合併し、財団法人福岡県すこやか健康事
業団が発足した。
理事長に井手義雄・九州産業衛生協会理事長が、会長
には原信之・福岡県対がん協会長がそれぞれ就任。専務
理事兼事務局長には定松照夫・九州産業衛生協会専務理事
が就任した。
日本対がん協会の福岡県支部も兼ね、原氏が支部長を、
定松氏が事務局長をそれぞれ務める。

【青森】長嶺洋一

【栃木】山根則幸

【群馬】橋本和博

【長野】宮澤功仁

【富山】植出耕一

【三重】松井和也

【滋賀】太田剛

【兵庫】中島英三

【和歌山】辻岡健志

【鳥取】丸瀬和美

【島根】古藤伸之

【徳島】瀬尾裕信

【熊本】高宗秀暁

【大分】利光一義

【宮崎】沼口晴彦

2009年5月1日
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男27.7％ 女6.0％ 基本健康診査での喫煙状況
07年度に基本健康診査

横ばいで、たくさん吸う人

を受けた人の喫煙率は男性
が27.7%で前年度より0.8
ポイント下がった。女性は
前年度と同じ6.0%だった。

の割合が下がっていた。
都道府県別にみると、男
性の喫煙率が最も高かった
のは山梨で37.9%。前年度

基本健康診査は40歳以

は唯一40%を超える46.3%

上が対象。07年度の受診
者は1343万9836人で、受
診率は42.6%だった。
受診者に喫煙状況を尋ね
たところ、男女とも40代

で、それよりも8.4ポイン
ト下がったものの、ほかよ
りも高かった。続いて石川、
山形の35.9%。低かったの
は広島で16.3%。次いで山

都道府県別の喫煙率（％）
0
全
青

森

岩

手

宮

城

秋

田

山

形

千

葉

東

京

女性では北海道が最も高
い11.4%で、前年同様に唯

新
富

山

一10%を超え、大阪9.2%、
東京8.7%が続いた。最も
低いのは鹿児島で 1 . 8 %。
島根が2.0%で続き、次い
で広島の2.2%。広島や島
根は男女とも低かった。

石

川

者）
×100
ただし、06年度の指針
の改正で、子宮がんと乳が
んの受診率の算出方法は次
のように変更された。

大腸がん 40歳以上の男
女 問診および便潜血反応
子宮がん 女性で、
03年

受診率=（前年度の受診者
数+当該年度の受診者数−
２年連続の受診者数）
／
（当
該年度の対象者）
×100
各がん検診の対象および
方式は次の通り。

は、00年度以前は「X線検
査」
と
「喀痰細胞診」をあわ
せた者、01と02年度は「X
線検査」
、
03年度以降は「X

井
梨

長

野

岐

阜

静

岡

愛

知

三

重

滋

賀

7.1

25.3
23.5

3.3

28.9

2.8

27.3

3.4

29.5

5.1
6.8

3.6

28.0

4.6

庫

奈

良

5.0

和歌山

5.3

山

2.5
20.6

22.4

2.7
16.3

島
川

3.3

愛

媛

3.5

賀

長

崎

熊

本

大

分

宮

崎

鹿児島
沖

縄

29.4

2.0

香

佐

26.4

23.7

徳

岡

24.8

3.9

上で２年に１度 問診、視
診、子宮頸部の細胞診およ
び内診、必要に応じてコル
ポスコープ検査 医師が必
要と認める場合は子宮体部
の細胞診
（
「受診者数」
は、
02

知

33.4

9.2

口

福

27.0

6.3

島

高

28.5
23.3

兵

岡

25.3

5.5

阪

根

37.9

6.1

都

取

35.9

6.3

大

島

26.5
25.7

3.8

京

鳥

28.3
8.7

潟

山

26.6

6.4

神奈川

福

28.4
28.3

7.3

山

びに視触診およびマンモグ

27.3

6.1

広

度以前は30歳以上で年に
１度、04年度以降は40歳
以上で２年に１度 問診並

29.1

5.6

度以前は30歳以上で年に
１度、
04年度以降は20歳以

年度以前は「頸部」
、03と
胃がん 40歳以上の男
女 問診およびX線検査
04年度は「頸部のみ」と
をあわせ
肺がん 40歳以上の男 「頸部および体部」
女 問診、X線検査および
た者、
05年度以降は「頸部」
）
乳がん 女性で、03年
喀痰細胞診（「受診者数」

35.9

5.0

木

が41.8%、60代の前半が
34.7%で後半は27%など。

線検査のみ」
と
「喀痰細胞診
のみ」
と
「X線検査および喀
痰細胞診」をあわせた者）

32.4

3.6

栃

玉

32.9

5.3

4.9

たのはこの２県だけだっ
た。

受診率の算定は次の計算
式による。
受診率=
（受診者数/対象

27.9

5.0

につれて下がっていた。男
性の40代は47.5%で、50代

− 受診率などの説明 −

4.3

城

口の19.7%。20%を下回っ

33.7

3.5

島

馬

40

30.5

茨

埼

30
27.7

11.4

福

群

20

6.0

北海道

が最も高く、年齢が高まる

女性では40代が13.7%で、
50代が9.1%、60代の前半
が6.1%で、後半は4.4%な
ど。ただ男性では、吸う本
数が「20本未満」が50代
以降、12.2〜12.5%とほぼ

10

国

2.2

19.7

3.8

26.6

4.5

24.5
33.4
24.2

4.3

27.1

5.6

30.9

3.6

31.2

4.5

30.5

4.6
23.4

3.6

21.0

3.1

27.7

1.8
22.9

4.7

男

ラフィ
（
「受診者数」は、02
年度以前は
「視触診のみ」
と
「マンモグラフィ併用」を
あわせた者、03〜05年度

女

は
「視触診」
と
「視触診およ
びマンモグラフィ」をあわ
せた者、
06年度以降は「視
触診およびマンモグラフィ」
）
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がんとの闘い

対 が ん 協 会 報

2009年5月1日

ほほえみ大使 アグネスが聞く⑤

「子どもをたばこから遠ざけよう」

垣添忠生・日本対がん協会長

れています。
「基本計画もそうですが、
がん対策基本法や、それに
基づくがん対策推進協議会
ができた背景には、患者さ

護協会が設けたがん専門看
護師などの活動も活発です」
−私たちも自分のやる
べきことを理解しやすい気
がします。

んやご家族の強い要望があ
るんです。化学療法とか放
射線療法とか、自分の住む
地域で受けたい医療が受け
られないという地域間格
差、受診した病院のがん診

「そうなんです。国民の
方々も責任を自覚して行動

療に差があるんじゃないか
という病院間格差、
それと、
信頼に足る情報がどこで得
られるのかという情報の問
題。大まかにいうと、この

いろんなデータを、自分の
住んでいる自治体とほかを
見比べて、成績が悪かった
ら、どうして私の地域はこ
んなに悪いのか、住民の

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。

三つに対応しようというの
が基本計画なんです」

−医療費というと削減
の話しか聞こえてきません

いう厚生労働省の説明を総
務省が分かってくれたと理

−情報というのはがん
患者さん向けですか。
「患者さん、家族向けの

方々が怒るべきなんです。
それが行政へのプレッシャ
ーになりますよね。それが
こうした情報公開の大きな
意味の一つです」

が、がん対策でもそうなの
ですか。
「最近、非常にうれしい
ことが相次いでいます。市
町村の実施しているがん検
診で、総務省が交付税を増

解しています」

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

−その金額で十分なの
ですか。
「十分ではないにしても、
今までとは全然違います。
市町村も財政事情が良くな

に移してほしい。それに、
都道府県によってがん対策
にかける予算に大きな差が
あるんです。がんに関する

−そうか、私たちのと

情報はとても大切です。例
えば、がんというのはどん
な病気なのか、どういう生
活に注意しなければいかな
いかといった一般の方に対
する情報もあります。がん

ころはがん対策に頑張って
いないのか、もっと頑張っ
てよ、と声を上げるきっか
けになりますね。みんなで
盛り上げていくことが大切

の疑いがあるとか、がんで
あるとかと言われた時にど
うするか、そういう情報も
あります。それに医師や看
護師ら医療従事者向けの情

なんですね。
「そういう意味でもリレ
ー・フォー・ライフはいい
ですね。この３年、実施す
る地域が順調に増えていま

やすことを決めました。こ
れまで約650億円だったの
が倍増される。それに今年
度の補正予算でも乳がんと
子宮頸がんの検診の一部無

いから、がん検診にも(受

料化の方向で話が進んでい

「ただ、交付税なので地
方の裁量でほかのことに使
うこともできる。それは何
とかして防いでもらわなけ
ればいけない。受診率の実

報もあります」

すが、がんに関係する人た

「がん診療連携拠点病院
には相談支援センターを必

ちだけじゃなくて、子ども
も含めて一般の方々がもっ

ず設けることになってい
て、がんに対する不安をも

ともっと参加してくれるよ
うになると本当に国民の間

たのですか。
「いえ、そうではありま
せん。だけど従来のままだ
ったら、がん対策推進基本
計画に挙げた検診受診率

績を報告してもらって、増
えていなかったら、なぜな

っている一般の方や、ふだ
んの生活で悩みを抱えてい
るサバイバーの方、そうい

に運動が定着することにな
ると思います」

『50%以上』の目標達成が
難しいと思われていたので
すが、それを達成しようと

本計画ですが、取り組まな
ければいけないことが順を
追って分かりやすく分類さ

ます。これは画期的なこと
で、ほんとにうれしい」
−以前のように、がん
検診に特定した財源になっ

診率が低い)前年並みぐら
いの予算しか割けない。そ
れでは50%は達成できるは
ずがないんです」

のか厳しく聴かなければ、
と思っています」
−そのがん対策推進基

う方々の相談にこたえる態
勢がかなり充実してきまし
た。それを担当する人のト
レーニングも行っていま
す。その一部として日本看

−小さかったころ、香
港で福祉のための募金でみ
んな集まって走った覚えが
あります。走った分、例え
ば1キロ10円とか寄付する
んです。リレー・フォー・

2009年5月1日

ライフにも学校ごと来てく
れるといいですね。
「子どものころから、が
んのことを少しずつ、たば
こはいけないとか、食事は
おいしくバランスとってと
か、ある年になったら検診
を受けるといったことを早

対 が ん 協 会 報

多くの患者さんを治療しま
したし、専門以外のがんの
患者さんを紹介してきまし
た。でも、いま申し上げた
ような早期発見が可能なが

−リレー・フォー・ラ
イフの予備週間のみたいな
感じで小中学校でイベント

る手段があるがんなのに、
進行がんで見つかり、亡く
なる人をたくさんみてきま
した。残念の極みです。せ

会場に子どもたちに来ても
らって、クイズ形式で楽し
みながらがんを学ぶのもい
いですね」
−別にがん予備群だか
ら、というわけじゃないん
ですけど、健康な方、一般
市民の方々を巻き込まない
と大きな力になりません。
「いま世界的な不況の中
でがんにお金をかけるとい
うと、何を言っているんだ
という声もあるでしょう。
でも、確かにいろんな厳し
い状況があるけれど、がん
の問題だけは我が国は心配
ありません、ということに
なると、国民にとってすご
い安心につながります。気
分的にも抑鬱された状況の
中で、発想の転換も大切だ
と思うのですが……」
−早期発見ができたら
治療もすぐにすむ。そうす
ると国や病院の負担も減る
わけです。その人が働けな
いと税金も払えない。
「乳がんにしても子宮頸
がんにしても胃がんにして
も大腸がんにしても、日本
人がなりやすいがんは一般
的に長い時間がかかって悪
くなっていく。だから健康
だと思っている時、まだ症
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状がない時に早く見つけて
治療をすればすぐに元気に
なるケースが多いんです」
「長く医者をしていて、

くから知ってもらうチャン
スになりますしね」

をするとか。
「小中学校に働きかけて
リレー・フォー・ライフの

（第三種郵便物認可）

ん、ちゃんと早期発見でき

めて１年前に気づいていた
ら。２年前に来てくれてい
た何とでも治せたのに。そ
ういう人はいまだに少なく
ありません。何で検診を受
けなかったんだろう、何で
たばこを吸い続けていたん
だろう、その時になって悲
しい思いをする人を１人で
も減らしたい」
−そのたばこですが、

かきぞえ・ただお 東京大学医学部卒。東大病院、都立
駒込病院などを経て1975年に国立がんセンター泌尿器科
医員。国立がんセンター中央病院長などを経て2002年に
国立がんセンター総長。07年に同名誉総長。国のがん対
策推進協議会長を務めている。
んの関係はほとんどの人が
知っていましたけれど、た
ばこと膀胱がんの関連とい
うと30%ほどでした」
「それとたばこはがんだ
けじゃなく、肺も傷めるし

関係があるのは肺がんだけ
じゃないんですよね。
「肺がんはもちろんそう
ですけど、それだけじゃあ
りません。例えば、煙の中

心臓も傷める。だから健康
にはものすごく悪い。中学

にいろんな発がん物質が含
まれています。それが吸収
されて血液に入り、腎臓で
濾過されて尿として膀胱に
たまると、膀胱がんの引き

すごく大事なんです」

生や高校生、あるいは大学
に入って開放感で吸い始め
る。その吸い始めの対策が
−若い時に吸い始める
ほどやめにくいらしいです
ね。大人になって吸うよう
になった人は、13歳とか

−吸いたくても吸えな
いですね、とくに子どもは
吸えないですね。
「いわば兵糧攻めですね。
ギュッとしめて、若いころ
からたばこに接しないよう
にする。すごく効果的なん
です」
−もし禁煙が成功する
とがんになる危険性は下が
りますか。
「確実に下がります。す
ぐには効果は出ないです
が、５年先、10年先には
だんだんと下がっていきま
す。がん全体のうち、たば

14、15歳で吸い始めた人
よりやめやすい。アメリカ
は若い人をターゲットにし
て禁煙運動をしてきた。そ
れが成功したんです。肺が
んは90年代半ばごろにさ

こが関係しているのはざっ
と30%だと考えられていま

−お酒と一緒に、と言
われると分かりますが……
膀胱がんですか、全く関係
があるとは思っていません
でした。確かに発がん物質

ーッと減りました。

ほえみ大使になって、また
攻撃されそうです。

が血液に入ると全身にめぐ
りますからね。
「アメリカでこんな調査
があります。たばこと肺が

値段を上げないといけませ
ん、この国は。ひと箱300
円は安すぎます。欧米では
1000円前後していますよ」

金になることがある。膀胱
がんの危険性は1.6倍くら
い高くなると言われていま
す。強い酒と一緒だと喉頭
がんとか、食道がんの危険
性が跳ね上がります」

「成果が出るまでに10
年、15年と時間かかります
けれど、非常に重要なこと
です。もう一つ、たばこの

す。喫煙率が10%を切るよ
うになるとがんになる人は
必ず減ってきます」
−私、対がん協会のほ

「我々が守りますよ」
−ありがとうございま
す。でも、今は恨まれても
10年先、20年先に感謝し
てくれる人が出るかも知れ
ません。それを期待したい
と思います。
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がん検診や診断技術を専門病院で研修 奨学医募集
日本対がん協会は、胃、
子宮、肺、大腸、乳房の集

み締め切りは６月５日（必
着）ですが、同日までに希

１）
＝胃・大腸・肺
癌研有明病院（〒135−

国立病院機構四国がんセ
ンター（〒790−0007松山

団がん検診にかかわる若手
専門医師の養成と技術向上
を目指す「がん奨学金」の
希望者を募集しています。
研修の主な目的はがんの

望者が定員に達した場合は
締め切らせていただきます。

8550江東区有明３−１）
＝
胃・大腸・子宮・乳
大阪がん予防検診センタ

市堀之内13）
＝肺
研修終了後に奨学医修了
報告（A４判２枚程度）と

ー（〒536−8588大阪市城
東区森之宮１−６−107）
=

機関紙「対がん協会報」用
レポート（約１千字）を提

予防
（検診）
・診断の技術の
習得で、奨学金は３ヵ月で
50万円、６ヵ月で100万円。
募集人数は年間最大12人
です。

際しては現在もしくは将
来、集団検診に従事する医
師を優先します。
研修病院と対象臓器は次
の通りです。研修病院への

胃・大腸
愛知県がんセンター（〒
464−8681名古屋市千種区
鹿子殿１−１）
＝胃・大腸
近畿大学付属病院（〒

出していただきます。日本
対がん協会の「がん相談」
などのへの協力を求める場
合もあります。
応募方法などの問い合わ

希望者はまず、受け入れ
病院を決め、その病院で研
修医やレジデントとして内
定または確定した後に日本
対がん協会に
「奨学医」
とし
て申請して下さい。申し込

申し込み等は本人が行なっ
て下さい。
（他の科での研
修を希望する場合は相談し
て下さい）
国立がんセンター（〒
104−0045中央区築地５−

589−8511大阪狭山市大野
東377−２）
＝子宮

せは日本対がん協会（蕁
03・5218・4771）へ。

支給資格は原則として、
満35歳未満で、臨床研修
を終了した医師で、選考に

「忘れない 年に１度の がん検診」
がん征圧スローガン決まる
今年度の日本対がん協会のがん征圧スローガン
が決まりました。
全国の支部から応募してもらった160作の中か
ら協会本部内で１次審査会を経た上で常務理事、
事務局長、マネジャーらによる２次審査会で審議
し、三重県支部の本田隆志さんの「忘れない 年
に一度の がん検診」に決まりました。
国のがん対策推進基本計画の中でも大きな位置
づけを占めているがん検診について、
「忘れない」
という強い意志をもって受診を勧めている点が評
価されました。
９月のがん征圧全国大会で表彰します。
また佳作には次の５点が選ばれました。
（敬称略）
その笑顔 明日へとつなげ がん検診
（山形・大沼康浩）
がん検診 健康づくりの第一歩
（千葉・岡田雅美）
誕生日 検診受けて がん予防
（富山・高林真澄）
気にしてね 食事、運動、がん検診
（愛媛・二宮徳子）
安心を もらってうれしい がん検診
（鹿児島・前田孝之）

日本対がん協会賞、
朝日がん大賞
候補推薦受付 6月5日締め切り
日本対がん協会（垣添忠

者は187人、108団体にな

生会長）は、対がん活動に
貢献のあった個人や団体の
業績をたたえる「日本対が
ん協会賞」と「朝日がん大
賞」の候補推薦の受付を始

ります。
朝日がん大賞（原則とし
て1件）は、日本対がん協
会賞の特別賞として朝日新
聞社の協力を得て2001年

めました。両賞ともに各界
の推薦をもとに日本対がん

度に新たに設けた賞です。
がん検診分野が中心です
が、がん医療・研究分野を
も視野に入れ、将来性にも
重点を置いて幅広く選考し

協会賞選考委員会（垣添忠
生委員長）で選考。９月に
発表するとともに和歌山市
でのがん征圧全国大会で表
彰します。
日本対がん協会賞（個
人・団体各数件）は、主に
検診や啓発など「予防活動」
の第一線で長年にわたって
活動し、顕著な功績を挙げ
た個人・団体をたたえる賞
で、今年度が42回目にな
ります。医師や看護師ら医
療関係者だけにとどまら
ず、一般市民、グループな
ども対象とします。
正賞
（レ
リーフ）
と副賞
（記念品）
を
贈ります。これまでの受賞

ています。正賞（レリーフ）
と副賞
（100万円）
を贈りま
す。これまでの受賞者は９
人、９団体になります。
推薦の締め切りは６月５
日
（必着）
です。推薦書は日
本対がん協会のホームペー
ジ（http://www.jcancer.
jp/suisen.htm）からダウ
ンロードしてご利用下さい。
問い合わせは、日本対が
ん協会内日本対がん協会賞
選考委員会事務局
（蕁03・
5218・4771 担当・菊池）
へ。

2009年5月1日
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リレー・フォー・ライフに参加して
ユイマール
（助け合い）精神でがんと向き合おう
「リレー・フォー・ライフ in うちな〜2009」
実行委員長 真栄田絵麻
「リレー・フォー・ライ
フ in うちな〜2009」
（３月
14〜15日）は参加者一人

下さった方々に支えられ、
今なお、胸が熱くなり、感
謝の念でいっぱいです。

ひとりの強い思いが結集
し、事故や体調を崩す人も
なく、無事に感動のフィナ
ーレを迎えることができた。
初日は朝から雨風の悪天

実質２週間の準備。やれ
ば出来る。その精神はユイ

候、気温14度。凍える寒
さの中、プログラムの変更
をお願いに回るうち、よう
やく天が味方してくれた。
雨降って地固まる。多く

勇気、家族に癒し、遺族に
は、哀悼をお互い励まし合
う」という思いが一つにつ
ながる事ができた。私自身
もサバイバー。同じように
つらい思いをしながらがん

の皆さんが応援に駆けつけ

マール（助け合い）からき
たものと確信した。だから
こそ、「がん患者に希望、

すが、新聞で
イベントを知
り相談にき
た」という。
私たちサバ
イバーもそれ
ぞれの気持ち
を伝え語り合
った。悩んで
いるのは一人だけではない。
やがて男性の顔にはにかむ

しめる大地から生きる力を
もらう。このイベントの意

ような笑顔が浮かんだ。声
にも張りがでて、
自らルミ
ナリエに
『私はがんに負け
ない』と書いたのである。

義を再確認させられた。
がんに関心が低かった若
い人も大勢参加した初めて
のリレー・フォー・ライ

翌朝、その親子が参加し

フ、実行委員はそれぞれの

初日の寒い夜。午後11
時ごろ、60代ぐらいの男

ていた。二人を喜んで迎え
るが如く、天気は快晴。最
後の一周を彼と歩いた時、
「このイベントから、たく
さんのパワーを頂きました。
来年はボランティアさせて

立場から来年に向けて動き
始めた。がん患者・家族、
市民、医療従事者、行政、
企業などと協力し、うちな
〜のユイマール精神を一つ
に結集し、社会全体で、が

性がまだ若い息子と一緒に
訪ねてきた。
「私は肝臓が
んです。毎日が不安で家に
閉じこもって過ごしていま

ほしい」と言ってくれた。
杖をついていた姿や暗い
表情は青く澄みきった空へ
吸い込まれ、一歩一歩踏み

んと向き合う世の中を目指
して。イッペー ニフェー
デービル（大変ありがとう
ございました）

今も目に焼き付く感動 次回も開くぞー
（財）
沖縄県総合保健協会 事業部 普及係長
大城 善広（写真の最後列）

の間にか真栄田さんのペー
スに巻き込まれ、成功裏に
終了していた、というのが

間副部長が中心となり、各
部署の協力を得て、急遽１
チーム
（22人）
を編成して24

沖縄県北谷町の北谷公園
陸上競技場で開催された

ることが趣旨でした。がん
患者とその家族が一般の方

実感です。日本対がん協会
沖縄県支部として、譛沖縄

時間完歩。表彰され、チー
ム参加者全員で健闘を称え

「リレー・フォー・ライフ・ジ
ャパン 2009 in うちな〜」
。
地域社会主体のチャリテ
ィー・イベントとして、が
ん医療に対する社会意識を
向上させ、がん患者支援活

と連帯感を強め、勇気と希
望をわかち合うことも大き
なテーマでした。

県総合保健協会もリレー・
フォー・ライフに協力して
いく必要があるとの理事長
の意向を受け、
様々な企画を
考えました。
沖縄県は肺がん罹患率が

あいました。
大会最後の「笑い！」
「涙！」
「感動の抱擁！」は
今も目に焼きついています。
すばらしい時間を参加者全
員で共有できたことは間違

動のため募金・寄付金を募

できるのかどうか不安感の
中、沖縄での初めての
開催に向け手探りの作
業が続きました。
その不安を吹き飛ば

高いのでパネルで禁煙、分

いないと確信しています。

煙を啓発したほか、ヘリカ
ルＣＴ搭載の検診車による

一昼夜を過ごす中、
サバ
イバー、
スタッフ、
応援して

検査、腹部内臓脂肪測定を
割引料金で行い、検診の大

いただいた皆様に感謝の気
持ちでいっぱいです。
人と

してくれたのがサバイ

切さを訴えました。
（検査
料金は実行委員会に寄付し
ました）
当協会からも健診部の根

人とのふれ合いって「素敵
だな〜」
と改めて感じまし
た。
「次回も開催するぞー」

てくれた。北谷町の野国町
長をはじめ、琉球大学医学
部付属病院がんセンター長
の増田先生、アーティスト
の皆様、ボランティアの皆
様、スタッフの皆様、協
賛・後援していただいた皆
様、参加者、サババイバー
の皆様、陰ながら応援して

と向き合い前向きに生きて
いるサバイバーに笑顔をい
っぱいもらった。

ただ行動に移るのが非常
に遅く、
急ピッチでの準備。
本番を迎えることが本当に

バーで実行委員長の真
栄田絵麻さんの凄まじ
いパワーでした。いつ
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３年間の歩みを報告

がん相談ホットライン記念講演会
日本対がん協会は「がん
相談ホットライン」が４月
に３周年を迎えたのを記念
し講演会を４月10日、東

ことができた。改めてお礼
を申し上げます」とあいさ
つした。
続いて相談支援室の大松

のとり方についての相談な
ど、日々の活動を紹介した。
国立がんセンターがん対
策情報センターがん情報・

ケーションが回復したりし
ます。利用者がより良いサ
ービスを受けるため担当者
へのトレーニングが重要だ

京・有楽町マリオンの朝日

尚子・相談員（社会福祉士）

統計部の高山智子・診療実

が、
より良いサービスを提供

ホールスクエアで開いた。
医療機関の相談担当者や、

が「がん相談ホットライン
の３年間の歩み」と題して

態調査室長が「安心して利
用されるがんコールセンタ

するためには
（担当する）
自
分たちが健康でなければい

支援する企業の担当者らが
出席。対がん協会の箱島信

講演。治療費など経済的な
相談だけでなく、
「主治医

ーであるために」をテーマ
に、アメリカ対がん協会な

けない」
などと話した。
ホットラインは年々相談

一理事長が「開設以来、相
談員が真摯に神経をすり減
らしながら地道に相談を続
けるとともに、多くの方々
に支えられて今日を迎える

以外の専門医にセカンド・
オピニオンを聞きたいんだ
けれど、主治医にはいつ、
どのように話せばいいのか」
といったコミュニケーション

どのコールセンターの様子
など海外の実情を報告。
「が
んの情報交換がうまくいく
と患者の不安や恐れが軽減
したり、家族とのコミュニ

が増え、昨年度は６千件近
くに達した。こうしたニー
ズの高まりを受け、名称を
「相談支援室」に変更し、
事業の拡大も計画している。

家族をがんで亡くした人のケアも課題

相談件数の推移

日本対がん協会相談支援室 大松尚子（社会福祉士）
看護師と社会福祉士によ
る「がん相談ホットライン」

からが57.1％、相談部位は

は06年4月にスタートし、
今年3周年を迎えた。09年
３月、業務拡大に伴い、
「ホットラインチーム」か
ら「相談支援室」に改称し

を占めること、また治療に

乳房、肺、大腸で計47.9％
関する相談が30.3％などの
数値は、相談ホットライン
開設以来、大きく変わって
いない。

た。現在の業務は、電話相
談を主軸に啓発活動（協力
法人向け）
、サポートグル
ープなどである。
主軸である相談ホットラ

08年度は、①治療費、②
治療までの待機期間、③セ
カンドオピニオン、などに

ては一般に周知されたこと

た後、グリーフケアとして

関する相談が目立った。治
療費に関する相談では、若

に伴い、ホットラインには
担当医にいつ、どう申し出

利用する場合もある。以上
は、
「いま、
話を聞いてほし

イン08年度の相談件数は
5857件、月内平均488.1件。

である。08年４月より相
談受付時間を午前10時から

年層や高齢者から高額療養
費制度以外の助成制度はな
いか、といった相談のほか、
「高額な分子標的薬による
治療を勧められたが、自分
の命にそれだけの価値があ

たらいいか等の具体的行動
を起こすための情報やアド
バイスが求められている。
相談ホットラインのこれ
までと異なる特徴として、
①複数回利用者の増加、②

い」というニーズに電話相
談が合致していると言える。
啓発活動では、協力法人
の職員や顧客向けに、乳が
んを中心にがんの知識の普
及と啓発活動をのべ20日

に拡大し、現在は平日の午
前10時から午後4時まで相
談に対応している。また、
継続的に案内リーフレット
を全国のがん診療連携拠点

るのだろうか」という患者
自身による命の算段とも言
えるような相談も少なくな
い。また、治療までの待機
期間にがんが広がらないか

遺族へのケア、がある。①

間実施した。サポートグル

の多くは抑うつ的な状態の
人で既に専門科で治療中で

ープでは、株式会社資生堂
の技術協力を得てがん体験

あるが話を聞いてくれる機
関を求めて電話をしてい

者向け美容セミナーを計８
回企画・実施した。

病院に送付するなどニーズ
発掘にも努めている。
相談者性別は女性が
73.8％、相談者は患者本人

という心配では、不安に焦
点を当てて傾聴した後、疾
患の学習を提案している。
セカンドオピニオンについ

る。②は、かかっていた病
院での治療や対応への不満
や苦情の窓口としての利用
や、遺族が患者の亡くなっ

相談支援室は、電話相談
の曜日・時間の拡大を目指
すほか、患者・家族を多面
的にサポートしていく。

前年度は3454件、
月内平均
287.8件で前年度比170％

