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５２１８
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主
な
内
容

2009年
（平成21年）
６月１日（毎月１日発行）

４〜５面 アグネスが聞く⑥
向山雄人 癌研有明病院
緩和ケア科部長
６面 奨学医報告㊤
７面 がんで亡くなった仲間を追悼
沖縄のロックバンドがチャリ
ティーコンサート

受診者は1155万人

07年度 支部がん検診実施状況
日本対がん協会の支部が
実施しているがん検診の受
診者は 2 0 0 7 年度、延べ
1155万4868人で、前年度
より21万9760人増えたこ
とが07年度の「がん検診

前年度に大きく伸びたもの
の07年度は１万8311人、
（0.49%）の減少となった。
伸び率が最も高かったの
は子宮体の16.75%だった。
がん検診の成績とみる

の実施状況」でわかった。 と、要精検率が最も高いの
は胃がんの9.4%。乳7.1%、
２年連続して増え、伸び率
は1.94%と前年度（0.5%） 「CTと喀痰細胞診」による
より1.44ポイント伸び幅が
肺6.7%などと続き、最も
大きかった。見つかったが
低かったのは「喀痰のみ」
んは１万 3 3 3 1 人だった。
（２、
３面に関連記事）
支部検診が始まった
1960年からの累計は受診
者が２億7331万6989人で、
がん発見数（疑いを含む）

3621人（発見率0.17%）が

その精密検査の受診率
は、乳が88.7%で最も高く、
甲状腺83.8%、
「X線のみ」
の肺82.4%、子宮頸82.3%

最多で、胃 3 4 0 0 人（同
0 . 1 4 %）、乳 2 3 8 4 人（同
0 . 2 3 %）など。前立腺は
1 5 3 8 人でがん発見率は

と続いている。最も低かっ

0.52%と、最も高かった。

たのは前立腺の65%。
「要
精検」とされた人の３分の
１は精密検査を受けていな
い計算になる。
発見したがんは、大腸の

「がん検診の実施状況」
はA4判、139ページ。１
部２千円（税、送料含む）
で頒布している。

各検診の07年度受診者と対前年度比較（▼はマイナス）

対象

07年度

は30万9074人になった。
実施している９種類の検
診のうち、肺を除く８種類
で増加した。増えた人数は
大腸が最も多くて５万8175
人。次いで乳（５万7336
人）
、子宮頸
（４万8220人）
など。８種類のがん検診を
あわせると23万8071人の
増加となった。一方、肺は

がんホットライン

の肺で0.4%だった。

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。

06年度
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対 が ん 協 会 報

2009年6月1日

各種がん検診の概況
2006年度に、全国の各支部が実施したがん検診について、その一次検診の方法、要精検率、精検受診
率、がん発見率についての集計を総括すると、下表のとおりである
部位によりそれぞれ特徴が見られるが、がん発見率を中心にした効率面と、事後管理を中心とした精
度管理面のチェックが重要である。ハイリスク受診者に対する集中的な検診と節目検診による皆検診な
ど、計画的な検診により、さらに成績は向上するものと思われる。

子宮体がん高危険群…50歳以上、閉経以後、６ヵ月以内不正出血、未妊月経不規則（平成18
年から「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が一部改正され、
「問診の結果、
最近６ヵ月以内に不正性器出血、月経異常、褐色帯下のいずれかの症状があれば、医療機関の受
診を勧奨する」となっている）
肺がん高危険群…50歳以上、喫煙係数600以上、６ヵ月以内に血痰

支部人事
【愛知】副支部長兼総合検診センター長（総
合検診センター長）西脇敬祐▽事務局長兼同
副センター長（同副センター長）間瀬政名
退任 常務理事 有海正幸▽事務局長 春
田常延

間瀬政名

2009年6月1日
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〔表１〕部位別がん検診の受診者数
支部名

胃

子宮頸部 子宮体部

乳房

83,693

18,142

29,660
2,841
10,509
1,767
1,052
515

771,417
117,048
321,586
254,757
140,095
167,266

−
−
−
−

1,085
2,145
−
3,538

97,522
130,936
29,576
207,385

−

−

414,301

198,964

255,995

304,476 11,335,108

26,700

19,532
16,442
5,499
6,119

−
23,729
7,879
−
−
−

994,328 3,720,282 2,135,044

2,473,798 1,225,521

23,456
19,346
12,195
49,768

10,320
15,176
−
4,693
20,722
15,587
22,111
43,101
18,934
18,616
1,527
3,596

110,602
−
129,764
3,108
144,484
1,059
281,144
8,735
128,309
6,733
159,297
4,883
129,157
4,207
154,079
−
262,533
9,454
326,939
5,116
123,658
1,569
132,132
3,363
165,869
4,372
277,097
5,391
161,396
3,467
114,564
7,826
466,697
8,695
246,706
4,836
310,307 11,554,868

18年度

60,455
−
23,072
43,090
14,962
19,003

2,625
8,257
14,942
2,140
−
31,381
4,448
18,172
629
−
4,156
−

受診者
合計
628,265
332,129
333,076
441,901
201,341
461,232
665,548
675,783
299,112
333,990
186,238
829,937

肝胆膵腎 前立腺

−
1,599
929
8,292
2,806
8,967
3,997
−
16,773
7,806
−
−
7,674
44,877
−
711
54,915
−
277,704

−
22,112
26,550
23,165
13,534
38,928
33,190
36,669
15,023
30,267
3,835
39,200
7,806
28,300
11,900
26,913
28,486
50,052
22,154
60,668
34,973
26,753
22,025
33,076
18,261
31,224
31,514
54,745
26,481
27,407
16,620
26,780
57,353
102,630
14,162
40,714
2,509,780 1,273,741

166,561
20,859
69,220
47,934
32,730
33,969

甲状腺
74,054
−
26,239
−
−
33,655
13,799
−
−
22,972
−
551
動）
−
−
−
−
14,888
−
動）
動）
−
−
−
−
動）
−
動）
−
3,508
−
−
−
−
11,287
−
2,777
−
−
−
−
−
−
−
1,581
−
205,311

74,127
4,776
24,942
73
26,432
422
45,389
3,127
9,306
169
33,655
−
17,774
512
46,540
2,063
32,848
1,655
23,016
−
34,373
−
4,354 135,584
（知
識
52,586
3,557
5,936
−
39,475
−
40,617
7,942
17,591
−
15,606
249
（知
識
（知
識
9,666
−
26,451
−
4,618
−
33,987
−
（知
識
11,842
−
（知
識
10,820
−
7,299
680
3,700
−
15,567
116
17,987
−
6,808
−
8,127
−
9,040
−
22,299
64
21,513
−
33,966
−
14,604
588
18,562
6
26,007
516
20,952
−
2,494
−
36,689
−
12,869
302
31,171 1,051,664

78,037
34,579
41,235
107,328
14,082
49,434
72,661
74,412
30,081
33,323
10,329
118,057

大腸

109,260 128,508
86,403
84,822
94,608
17,758
64,584
19,682
59,965
57,856
82,247 108,375
290,998 120,529
246,853 140,701
73,603
73,836
35,421
148,577
27,922
40,579
305,290 102,631
普
及
活
269,115 189,483
11,445
52,238
62,967
108,464
32,543
80,864
26,917
31,955
41,038
56,886
普
及
活
普
及
活
18,461
25,322
19,634
46,920
6,763
501
60,097
53,876
普
及
活
67,328
233,296
普
及
活
13,526
64,144
27,406
36,449
37,386
48,948
38,797
139,778
29,141
26,352
38,445
57,159
26,891
38,542
19,056
87,170
56,870
75,758
60,473
149,209
14,453
11,944
18,869
39,607
33,763
52,007
47,048
66,999
33,345
49,744
18,450
41,683
52,119
152,715
47,255
126,568
3,701,971 2,193,219

北海道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
神奈川
新 潟
山 梨
長 野
富 山
石 川
福 井
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和歌山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿児島
沖 縄
合 計

146,558
77,877
111,440
194,958
39,241
106,898
122,716
103,941
67,526
52,065
67,352
159,874

肺
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がんとの闘い

対 が ん 協 会 報

2009年6月1日

ほほえみ大使 アグネスが聞く⑥

向山雄人・財団法人癌研究会有明病院緩和ケア科部長
「緩和医療はジャスト・イン・タイムで行う積極的ながん治療です」

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。

に伴う身体や心の苦痛が大
きくのしかかっています。
まさに二重苦、三重苦、四

がん細胞を強引な治療でか
らだ自体も痛めつつ根治さ
せることが難しいのはいま

重苦の中で耐えています。
そして、ご家族も同様につ
らさを共有されています。
緩和医療の対象は、患者さ
んだけではなく、ご家族も
含めて計画されなければい

だ万国共通です。この瞬間
にも世界中で画期的な抗が

けないのです」

前線ですべての転移・再発
がんと闘ってきた医師とし
て、症状緩和治療の下に苦
痛・つらさが無くがんと共
生して当たり前の生活を送

−西洋医学というのは
悪い部分を全部取って完治
した、と言いたい医学です
よね。私は香港で生まれて

ん剤の開発を目指した研究
が進行していますが、四半
世紀以上、腫瘍内科医・が
ん緩和医療内科医として最

中国医学も受ける環境で育
ちました。中国医学では切
ったりしないので、病気を
ずーっと抱えながらも、Ｑ
ＯＬが良く長生きしたら病

−寒ければ服を着込む
とか、家にじっといるとか
できるけど、自分の中の痛

気に勝ったと同じだよと教
えられるんです。
「非常に意味深く大切な
考え方ですね。強引な治療
法を使ってでもがん細胞を
すべて消したいとの思いが

みからは逃れられないんで
すよね。それは本当につら
いことです。
「がん緩和医療における
大きな誤解の中に、モルヒ
ネなどの医療用麻薬が、中

「我が国でも呼吸器、消
化器、泌尿器、婦人科、乳
腺科……様々ながんや肉腫
で非常に多くの患者さんが
抗がん剤治療を受けていま

我々がん治療医には強い

毒になる、廃人になる、死
を早めるといったことがあ
ります。まだまだ根強く残
っている。元祖オーダーメ
ードがん治療として確立さ

り、がんがとても進行して
亡くなる１〜２カ月前にな
ってから、ようやくホスピ
スや緩和ケア病棟に『終の
棲家』として入院して受け

す。ファーストラインの抗

れているがん疼痛治療の主

がん剤治療を受けている患
者さん、それが効かなくな

生命を奪うことだってある
んです」
「がん細胞は人間の身の

り、セカンドラインの治療
を受けている患者さん、さ

うちから出たものです。が
んは増大する過程で突然変

オピオイド鎮痛薬と呼ばれ
ます。適正なオピオイド鎮

る医療だと。この誤った考
えを変えるために、がん対

らにサードラインの治療へ
移行されている患者さんも
多い。患者さんは手術のダ
メージに、以前受けた抗が
ん剤の毒性が蓄積、さらに
現在の抗がん剤治療の副作

異を繰り返し、抗がん剤が
効かない細胞、増殖速度が
早い細胞、転移しやすい細
胞が増えて行きます。特に
血管やリンパ管に乗って全

痛薬を積極的に使ってがん
疼痛治療を行うことで、痛
みがなく高いＱＯＬを維持

身へ運ばれた肺や肝臓など
で増殖する転移・再発固形
がんにおいては、これらの

ながら日本はがん緩和医療
後進国です」

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。

−「緩和医療」という
と、
「亡くなる直前に受け
る医療」というイメージが
あるのですが。
「いまだに非常に多くの
国民、医師たちはそう思わ
れているでしょう。がんの
苦しみに長い間耐えながら
抗がん剤治療を受け、やが
て抗がん剤が効かなくな

策基本法では、
『がん緩和
医療とは、がんの進行度に
かかわらず、患者さんが苦
しい・つらい時に、適正な
治療を、必要な期間行う医
療』と、本来あるべき姿を

明記しました。トヨタ自動
車がジャスト・イン・タイ
ム（Just in Time）と言
っていますが、それと同じ
です」

用にさいなまれています。
そこに、がんの増大・進行

し、その思いが治療法の進
歩に結び付いてきました。
しかしそれは時にＱＯＬ低
下・苦痛増強だけではなく

ることの大切さも実感して
います」

役はモルヒネなどの医療用
麻薬です。医療用麻薬は、

しつつ長生きできることは
世界常識です。しかし残念

−緩和医療は、もう薬

2009年6月1日

がないから、ギブアップし
たから、という医療ではな
く「同時進行・積極的なが
ん治療」なのですね。
「その通りです。転移・
再発した時点で痛みが激し
い、息苦しいなど、がんの
進行に伴う苦痛が強く抗が
ん剤治療に耐えられない時
は、まず痛みなどを症状緩
和治療で改善させてから抗
がん剤治療を開始する。こ
れは抗がん剤治療の途中で
も同じです」

対 が ん 協 会 報

このような資格を持ち、真
の実力がある看護師さんが
医療用麻薬や症状緩和治療
薬を処方できるように早急
に法律を変えいくことが日
本のがん緩和医療のレベル
を世界一するための早道で
しょう」
−私思ったのですが、
苦痛・つらさに関しては、
すべて患者の自己申告です
よね。自分で言うしかない。
そこがそのようにどれくら
い痛いのか、分からない。

せん。ですが、私の経験か
ら言いますと、がん治療
医・臨床腫瘍医として自分
自身の手で手術や化学療法
を行い、24時間・365日、

ないんじゃないですか。
「はい。ただ、外来では
どうしても患者さん一人あ
たりの診療時間が限られて
いるので、私は患者さんに
は次の外来まで間で気にな

の個性、がんが心身にどの
ような変調を来すのか、抗
腫瘍治療の効果と副作用な
どを知り、抗がん剤治療の
変更を決断する時、さらに

医師は患者の話を聞くしか

癌研附属病院化学療法科医長・癌化学療法センター医長、
都立駒込病院化学療法科医長、都立豊島病院緩和ケア科・
腫瘍内科医長を経て2005年より現職。

これは適正な症状緩和治療
を行う上で最大のバリアー
になります。また医師には

った症状、苦痛の変化など
をまず三つほど紙にメモし
て診察時に渡してもらうよ
う話しています。診察室に
入ってからではなかなか思

患者さん自身が楽になった
と感じている以上にもっと
楽になっただろうと思う・
思いたいとの傾向があるこ
とも事実です」

がん治療医に対する緩和医
療教育が始まっており、日
本の緩和医療の充実に関し
てはこの２、３年が勝負で
す」

い出せない、言えないこと
が最短時間で医師に伝えら
れる方法です。痛み一つを
とってみても、鎮痛薬の効

「それに痛みとか、つら

−お話をうかがってき

さの症状の中に、再発転移
の兆候が潜んでいることも

て、緩和医療というのは何
も特別な医療ではないとい

あります」
−ということは患者の

うことがよく分かりまし
た。将来各診療科で当たり

言うことをよく聞いてよく
診なければいけない、とい
うことですね。ところで、
いま日本の緩和医療の現状
は？
「例えば痛みの治療を考

前のように受けられる世の
中になったら素晴らしいこ
とですね。
『緩和医療・ケ
ア』という言葉に対して抱
いている市民の印象を変え
なければいけませんね。終

えると、痛みのキードラッ

末期医療だけの医療のイメ

グのモルヒネなど医療用麻
薬の総使用量は欧米の数十

ージが植え付けられた診療
科名を変えることも必要で

分の一です。特にモルヒネ
は痛みだけでなく、咳と息

はないかと思いますが。
「
『がんとの闘い』の中

苦しさ治療の第一選択薬で
す。世界保健機関（ＷＨＯ）
が世界標準のがん疼痛治療
法（ＷＨＯ方式三段階除痛

で必須な医療であることを
理解して頂くためにも確か
に検討する必要があるかも
しれませんね」

果があったか否かは、血液

んと共に悩み、話し合いな
がら次を考えていくことを

分かりませんから」

しいと願っています。特に
今まさに伸び盛りの若い世
代の腫瘍内科医（がん薬物
療法専門医）には大いに期
待しています。心身の苦痛

むかいやま・たけと 東海大学医学部卒。米マサチュー
セッツ工科大（MIT）がん研究センターリサーチフェロー、

ラダー）を出したのが
1980年代、すでに20年以
上経過しています。ただ、
がん対策基本法施行され、

はすべての抗腫瘍治療に抵
抗性になった時にも患者さ

重ねた医師により質の高い
緩和医療構築に参画して欲

（5）

さんがいらっしゃいます。
「がん性疼痛認定看護師
や緩和ケア認定看護師など
が日本でも増えています。

−医師としてどのよう
な技量が必要なのでしょう
か。
「症状緩和治療のトレー
ニングはもちろん欠かせま

患者さんと一緒にがんと闘
い、
そして看取りまで行う、
そういう経験がある医師に
携わってほしい。個人的に
はそう思っています。がん

（第三種郵便物認可）

採血やレントゲン撮影では
−確かにどんなにつら
いか、周囲は分からないで
すよね。それに民族性もあ
るのではないですか。これ
ぐらいのことで言っちゃい
けないとか。口数も少ない
とか。
「医者から『楽になった
でしょ？』と言われるとつ

だけでなく、社会的苦痛、
スピリチュアルペインにま
い『はい』と言ってしまう。
で踏み込んでもらいたい」 『いいえ』とは言いにくい
−痛みの治療や緩和ケ
と思います。医者の側は
アの専門性を持った看護師 『やっぱり効いたよね、こ

の薬』とインプットされる。

（6）
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奨学医報告㊤
知識と技術を地方のがん診療に
研修先

癌研有明病院

稲尾 瞳子

病気自体の理解も深まる
研修先 愛知県がんセンター中央病院

杉森 聖司

癌研有明病院の乳腺科で
昨年４月から研修し、今は
島根大学病院に戻って診療
しています。
平成15年に旧

手術で
も、術前カ
ンファレン
スをほぼ毎

昨年５月から10月まで
愛知県がんセンター中央病
院で研修をし、今は、大阪
市立大学病院消化器内科で

た。
消化管造
影検査は、
しっかりと

島根医科大学（現島根大医

朝行い、全

したトレー

ついて手術法や適応の検討
をし、意見を交わしました。
毎回決まった先生と手術に

診療をしております。
愛知県がんセンター中央
病院の消化器内科は、胆膵
を主に診療している消化器
内科部と消化管を主に診療

つき、手術はもちろん、術
後管理についての指導をマ

している内視鏡部とに分か
れています。私は前半を消

ンツーマンで受けることが
できました。

化器内科部、後半を内視鏡
部で研修させていただきま
した。
消化器内科部では、胆膵

に至るまで、その奥深さと
有用性をあらためて痛感さ
せられる日々でした。
ともすれば内視鏡に偏り
がちな昨今ですが、腫瘍の
深達度や広がりの評価に際

学部）を卒業して６年間、
消化器外科の研修を積んで
きた私にとって乳腺外科は
ほぼゼロからのスタートで
した。外来をはじめ手術、
各種検査
（細胞診、針生検、
マンモトーム生検、ＭＲＩ
検査）
など、
多くの先生の指
導の下、非常に充実した時
間を過ごしました。
外来では、その日来院予
定の患者さんの経過、病状、
診断、今後の治療方針を２、
３日前からカルテにまと
め、当日はスタッフの先生

ての症例に

日本で一番多くの手術を
行っている癌研有明病院
は、その手術方法や手術技
能にも優れていると実感し
ました。ここで見て聞いて
感じたこと、指導して頂い
たことは、乳腺外科医を目

領域の診断から治療まで幅
広く研修することができま
した。中でも超音波内視鏡
検査あるいは超音波内視鏡
を用いた様々な処置は、他

指す私にとっては大きな糧
になると確信しています。
手術した標本を実際に切
り出し、プレパラートをの
ぞくといった病理の研修も

では経験できない質と量を
もって、貴重な経験を積む
ことができました。
膵がんは、未だに難治性

か。経験豊富な先生のご意
見をうかがえ、とても有意
義な学習ができました。
初診の患者さんについて
も問診、触診、検査の組み

行いました。画像診断や乳
腺疾患の知識をさらに深め
ることができたのも病理の
先生のおかげです。

瘍の浸潤性ゆえ、非常に早
期の段階で発見しないと治

化学療法科、放射線診断

は、早期の拾い上げと確実

立てについて熱心に指導し
て下さるなど、さまざまな
経験をさせて頂きました。
癌研有明病院には、指導
医として日本の乳がん治療
を引っ張る立場の先生方が

科、放射線治療科、形成外

な診断が必要不可欠です

科、さらには細胞診断部の
先生方とのさまざまなカン
ファレンスにも参加し、治
療や診断に苦慮したケース

が、その中で超音波内視鏡
は今後ますます重要な役割
を担うことになると予想さ
れます。数多くの超音波内
視鏡検査を経験したこと

と治療方針を検討して外来
に臨みました。
その疾患について、どの
ように検査や診断、治療を
行い、経過を追っていくの

います。どれも初めての経

の検討などを通じて多くの
先生方の貴重なご意見を聞
くことができました。
癌研有明病院に身をおく
ことでとても多くの経験と
知識と技術を得ることがで

験だったのですが、毎週そ
の機会に恵まれ、知識や技
術や診断能力を高めること
ができたと思います。

きました。地方でのがん診
療にいかし、広めていくこ
とできるよう、さらに励み
たいと思っております。

多く、マンモグラフィーの
読影や、乳管内視鏡、マン
モトームなどについていつ
も熱心に指導教育して下さ

がんの代表的存在です。腫

癒切除が望めないという事
実があります。予後改善に

ニングを受
けた経験がほとんどなかっ
たため、一からの勉強とな
りました。撮影法から読影

し、造影検査が重要な情報
を与えてくれるケースは多
く、熟練したスタッフのも
とで数多くの経験を積めた
ことは私にとって大きな糧
となりました。内視鏡検査、
治療においても、非常に多
くの患者が集まるため、
様々な疾患、様々な状態の
患者さんを診療することが
できました。
内科だけでなく、外科、
放射線科、病理部など他科
との連携を密にしている点
が特筆すべき点として挙げ
られます。毎週、各領域ご
とにそれぞれの関連科が一
堂に会してカンファレンス
が行われています。診断・
治療に関し、意見を出し合
い、意思疎通を図っていま

で、検査、手技の習得にと
どまらず、検査の意義、診
療における位置付け、さら
には疾患そのものの理解を
深めることができました。

す。異なる立場からの意見、
判断を知ることができ、視
野を広げるよい機会となり
ました。

内視鏡部では、消化管造
影検査、上部および下部内
視鏡検査・治療、そして化
学療法を中心に研修しまし

しましたが、未熟な自分を
省みて、今まで以上に研鑚
を積む決意を新たにしてい
ます。

奨学医研修期間は終了

2009年6月1日
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亡くなった仲間を追悼した音楽チャリティーイベントで寄付
沖縄県の高校のバンド仲

を中心に県内外で活躍する

市内で行わ

間たちが、がんで亡くなっ
た友人を悼んで那覇市でチ
ャリティーコンサートを開
催し、日本対がん協会に
40万8000円を寄付した。

音楽家や俳優、デザイナー
が３年前に始めたロックバ
ン ド「 RYUKYU FREE
STYLE」の中心メンバー
として活躍していたが、舌

れたライブ
には趣旨に
賛同した若
者たち500

がんを発病し、昨年４月、
闘病のかいなく帰らぬ人に
なった。
仲間の鈴木裕之さん、比
嘉秀作さんらは、これまで

た。沖縄県
出身のバン
ド、フラダ
ンス、お笑

「彼が闘っていた病気に対
して無知で無力で何もでき
ず、悔しい気持ちでいっぱ
いです。世の中にはこうし
た病と闘っている人たちが

人が訪れ

チャリティーコンサートでの募金の目録を日本対がん協会の
三船マネジャーに手渡す鈴木さんら＝３月、沖縄県北谷町

い芸人らプロとしても活躍

実行委員長を務めた鈴木

大勢います。音楽を通して
若い世代に病を理解し、闘
っている人たちの支えにな
りたい」との思いに音楽仲
間らがこたえ、実現した。
亡くなったのは、ギタリ

のライブ活動を広げて
「Oh! Rock Music Lovers
2009 〜Legend Of Sammy
〜」を企画し、短い生涯で
旅立った仲間への気持ちを
こめて、若い世代にがんへ

する出演者も応援に駆けつ
けた。
会場で募金活動をし、集
まった現金を対がん協会に

さんは「幅広い年齢層の
方々が来てくださり、募金
で協力していただいた。病
気に関心を持っていただけ
たと思う」と話す。

ストのＳＡＭＭＹこと安里
長光さん（当時29歳）
。県

の関心を強めてもらうイベ
ントを呼びかけてきた。

立小禄高校の軽音楽部ＯＢ

一周忌の４月４日、那覇

たリレー・フォー・ライフの会
場で目録を対がん協会の三
船マネジャーに手渡した。

リレー・フォー・ライフ

リレー・フォー・ライフ
（RFL）の基本を学ぶアメ
リカ対がん協会と日本対が
ん協会による講習会が４月
25、
26の両日、
東京の有楽
町マリオンで開かれた。北
海道・室蘭から沖縄まで全
国で開催を計画する20カ所
から実行委員会のボランテ
ィアら55人が参加。
RFLが
チームで24時間歩きなが
らがん征圧を訴える意味や、
サバイバーを大切にする

寄付することは事前に決
め、３月に北谷町で開かれ

音楽や芸術を愛する仲間
たちが企画を立てるこの催
しを来年以降も続けていき
たいという。

アメリカ対がん協会（ACS）
から
講師２人招き、55人が聴講
心、寄付が
なぜ必要か

画、募金活動の中心にな
ること、チラシをまくだけ

なやりとりも続いた。今年
秋以降に準備している静

など多彩な
顔を持つプ
ログラムの
考え方を学
ぶとともに

ではなくかみくだいて啓発
岡、福岡、岐阜、さいたま、
活動をすることが大切な理
川越からも中核になって企
由をわかりやすく話し、楽
画をすすめる実行委員長ら
しく開催することが継続に
が熱心に聞き入った。
つながる −2009リレー・フォー・ライフ in うちな〜収支報告−

親睦を深め

と繰り返

た＝写真。
ACS国際RFLのリード

した。
昨年度

トレーニングマネジャー、
アイリス・ペンダーガスト、

開催した
大分、芦

ボランティとして多くのリ

屋、
横浜、

レーを経験しているアダ
ム・シュアルツ両氏が交代
で講師となり、ビデオやワ
ークショップ型の議論を入
れながらわかりやすく説明

室 蘭 、高
知、
徳島、
沖縄から
体験に即
した意見

を進めた。実行委員会の作

や反省が

り方、リレーしながら歩く
だけではなくチームがサバ

出され、
アメリカ

イバーへの呼びかけ、企

との活発

（8）
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ピンクリボンイベント 賢介デー！
「田中賢介プレゼンツ 〜大切な人を守りたい〜」に参加して
北海道対がん協会 事業推進部次長
今年の「母の日」の５
月10日、札幌ドームで行
われた北海道日本ハムファ

す。
昨年の母の日にはピンク
のマスコットバットを使っ

ファンがたくさ
んいらっしゃい
ます。母の日に

イターズ対オリックス・バ
ファローズ戦で、賢介デ
ー！「田中賢介プレゼンツ
〜大切な人を守りたい〜」

たり、オールスターにはピ
ンクのグローブでプレーし

何らかの形で皆
さんのお役に立
ちたいと思いな

若松邦子

という、ピンクリボンイベ

たりしています。12月に
札幌市内で開催した乳がん
啓発のチャリティートーク

ントが開催されました。乳
がん撲滅のためのピンクリ
ボン運動に賛同する日ハム
の田中賢介選手の呼びかけ
で、選手たちもピンクリボ

ショーではオークションも
行い、そうしたグッズを出
品。売上に寄付金をあわせ
た約93万円を「ピンクリ
ボン in SAPPORO実行委

れを機会にピン
クリボン運動の
認知が高まり、
元気に僕たちを
応援し続けてく

ンバンドなどを身につけて
プレーしました。北海道対
がん協会も協力し、乳房検

員会」
（代表：札幌医科大
学第一外科・大村東生先
生）へ寄付しています。
今回の札幌ドームでのイ
ベントは、トークショーの
際に田中選手が札幌ドーム

れることを望み
ます。お子さん
たちはぜひ、お
母さんに応募を
勧めて下さい」

という田中選手のコメント

さらに田中選手の強い意

に乳がん検診車を呼び、女
性を無料でマンモグラフィ
ーによる乳がん検診に招待
してピンクリボン運動を応
援したい、と話していた計

もあって２千人以上の応募
がありました。
ただ当日は広い札幌ドー
ムが会場だったため受付場
所から検診車や結果説明会

向で2009年の公式戦とポ
ストシーズン中、田中選手
が守備でアウトを取った数
に応じて２カ月ごとに同じ
人数に抽選で乳がん検診無

つけるリストバンド、大型
ビジョンの文字までもピン
クで統一され、球場全体が
ピンク一色に染まり、乳が
ん撲滅への強い一体感が生

画で、
「 ピンクリボン in
SAPPORO」と北海道対
がん協会が協力して実現し

場への移動距離が長くて大
変でしたが、
「ピンクリボ
ン in SAPPORO」のスタ
ッフと多くのボランティア
の方々の協力のお陰で円滑

料受診券が贈られます。
受診の申込みは11月30
日まで（消印有効）
。無料
受診券は北海道対がん協会
の札幌、旭川、釧路の各が

まれました。
ピンクが好きな田中選手
は従来、ピンクリボン運動
に熱心に取り組まれていま

ントの対象は、マンモグラ
フィー検診の無料体験50
人と同伴者の 5 0 組（1 0 0
人）
。
「札幌ドームは女性の

に進み、抽選に当選した

ん検診センターでのみ使う

50人はマンモグラフィー
検診を体験し、結果説明を

ことができます。問い合わ
せは、ピンクリボン in

受けてペアで田中選手に声
援を送っていました。

S A P P O R O 実行委員会
（電話011・621・8610）
へ。

診車すずらん３号を派遣し
て抽選で50人の女性にマ
ンモグラフィー検診を実施
しました。
試合開始前には、田中選
手が挨拶。観戦者全員に配
布された応援ボードや、選
手、コーチ、監督、審判が

ました。
ペア観戦チケットプレゼ

がらプレーをし
てきました。こ

田中賢介選手＝道新スポーツ提供

検
診
の
受
付

すずらん３号

