
　平成21年度のがん征圧
全国大会が９月11日、和
歌山市の和歌山県民文化会
館で開かれた。テーマは
「飛躍の年に高まる期待」。
乳がん・子宮頸がん検診の
一部無料化など国が様々な
対策を打ち出す中、参加し
た各支部代表や市民ら約
1200人は、検診受診率向
上をめざして啓発活動に力
を入れることを改めて確認
した。（２，３面に関連記事）
　和歌山県民総合健診セン
ターの柏井洋臣・副理事長
が「大会を機にがん征圧に
向けて心を新たにしたい」
と開会の言葉を述べ、日

県、和歌山市、和歌山県医
師会の後援を受けた。
　（詳報は12月に発行予定
の「対がん協会報・増刊
号」に掲載します）

本対がん協会
の垣添忠生会
長が「国と民
間、（対がん協
会の）本部と
支部の連携が
重要」とあい
さつした。仁
坂吉伸・和歌
山県知事、大
橋建一・和歌
山市長らが祝
辞を述べた。
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　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。

がんホットライン  月〜金  午前10時〜午後4時
03−3562−7830

主
な
内
容

４〜５面　がんとの闘い
　　　　　ほほえみ大使アグネスが
　　　　　聞く⑧
６〜７面　2007年度がん検診実施状
　　　　　況から　子宮頸がん、市
　　　　　町村検診の支部実施率
８面　リレー・フォー・ライフ始まる

飛躍の年に高まる期待

１部70円（税抜き）

状とメダル、副賞（100万
円）が贈られた。
　今年度のがん征圧スロー
ガン「忘れない　年に一度
の　がん検診」を作った三
重県支部の本田隆志さん
と、支部職員永年勤続表彰
者を代表して和歌山県支部
の澤田将利さんがそれぞれ
表彰状を受けた。
　大会は、日本対がん協会
と和歌山県民総合健診セ
ンター（対がん協会和歌山
県支部）が主催し、厚生労
働省、日本医師会、和歌山

和歌山で
全国大会

　式典では、日本対がん協
会賞の７氏、２団体に賞状
が贈呈された。第９回朝日
がん大賞に選ばれた浅香正
博・北海道大学病院長に賞

対がん協会賞・個人の部を受賞した（左から）加藤哲郎・秋田県総合保健セン
ター長、鎌田七男・広島原爆被爆者援護事業団理事長、真田勝弘・総合病院土
浦協同病院名誉院長、添田實・宮城県塩釜医師会理事、武内久仁生・兵庫県健
康財団顧問、中村郁夫・熊本県総合保健センター名誉所長、中村良文・鳥取県
保健事業団健診センター嘱託

対がん協会賞・団体の部を受
賞した、青森県鶴田町の中野
掔司町長（左）と石川よろこび
の会の村野義昭会長。

朝日がん大賞を贈られる浅香正博・北海道大学病院長（右）



　全国大会の前日の９月
10日、シンポジウム「が
ん検診受診率、一層の向上
をめざして」が和歌山市内
のホテルで開かれた。厚生
労働省の鈴木健彦がん対策
推進室長、東北大学大学院
の大内憲明教授、福岡県す
こやか健康事業団（日本対
がん協会福岡県支部）の高
山毅・保健事業部長、富士
フイルムメディカルの岡本
昌也がん検診プロジェクト
担当が意見を交わした（司
会は日本対がん協会の小西
宏マネジャー）。

　日本のがん対策について
話した鈴木氏はまず、（進
行度にかかわらず）すべて
のがんの５年生存率をみる
と約55％で、がんが限ら
れた場所にある場合は80
％になるというデータを示
しながら「がんは早期に見
つければ非常に治る確率が
高くなる」と指摘した。
　「健康に自信がある、時
間がない、面倒だ、といっ
た検診を受けていないこと
の理由を払拭し、正しい知
識を普及しながらがん検診
への理解を促進して定期的
に検診を受けることの重要
性をアピールしなければい
けない」と訴えた。

　乳がん検診に関する大規
模研究のJ−STARTを中
心に話した大内氏は、受
診率向上もさることながら
「有効性の検証のないもの
は使えないということが大
切だ」と指摘。対がん協会
各支部も加わるこの研究に

次検診の上をいく必要のあ
る精密検査機関に乳腺専門
医が少なく、地域的な偏り
もあるのではないか」と指
摘。「今後はデジタルマンモ
グラフィーなどの機器の集
約化と、専門性のある医療
機関との連携が考えられ、
県レベルで協議してほし
い」とアドバイスした。
　鈴木氏も「そういう診療
体制を県レベルでどのよう
に組んでもらうかが重要で
（国としても）中心的な役
割を果たせる病院の整備を
進めている」と話した。
　会場から、和歌山県紀の
川市の公立那賀病院乳腺外
科の谷野裕一科長が「地域
の基幹病院に専門医が出張
して精密検査にあたればレ
ベルが上がる。それに連携
が進むとかなりカバーでき
る」と提言。もっとも一次
検診に関しては、「視触診
の医師の確保が難しいので
視触診なしの検診が考えら
れないか提案している」と
述べた。
　全国的に医師不足が問題
化する中で、視触診をする
医師の確保は大きな課題に
なっている。高山氏も「確
保できても午前中、という
医師が多く、午後１時とか
２時には帰られることが少
なくない」と、実質的な検
診時間の短さに苦慮してい
る状況を指摘した。
　討論では、視触診が果た
してきた役割には一定の評
価も出たが、現状での「受
診率50％」の達成には困
難が伴うことが浮き彫りに
なった。検診の手法につい
て今後、論議が高まる可能
性も示唆された。

ついて「マンモグラフィー
検診は世界的な標準だが、
日本人では40代の乳がん
が多く（高濃度乳房なの
で）白く写ってがんを見つ
けるのが困難。その克服の
ために超音波検査を考えて
いる」と説明した。
　その上で「受診率向上
はがん対策の基本。J−
STARTでも受診率を上げ
るための方策を多面的に探
っている」と話した。

　高山氏はがん検診の現場
をテーマに話した。福岡県
支部が支援する「ストッ
プ・ザ・がんボランティア
の会」の活動を紹介。支部
のスタッフも加わって集会
などで劇を披露してがん検
診受診を呼びかけているこ
とを説明した。
　さらに受診者に「また受
けに来たい」と思われるよ
うに、検診現場で受診者に
トラブルが起きた場合はも
ちろん、起きそうになった
と職員が気づいた「ヒヤ
リ・ハット」の場合にも報
告してもらって改善に取り
組んでいることも紹介。「受
診してよかった、また来年
も来ようよ、みんなも行こ
うよ、と言ってもらえるよ
うにしたい。それが草の根
的なアピールにつながると
考えている」と話した。

　岡本氏は、受診率の飛躍
的向上を図るための戦略的
施策「案」を披露した。
　女性特有のがん検診の一
部無料化、ピンクリボン運
動のような集中的キャンペ

ーン……。国のがん対策基
本計画が目標に掲げる「受
診率50％」の達成に向け
た様々な活動が展開されな
がらも、受診率の大幅な向
上が実現されていない現状
を報告。「問題点がたくさん
あることが指摘されるが、
問題点が多いことが問題で
はなく、問題を解決しよう
とされていないところが最
大の問題点ではないか」と
疑問を示した。
　そのうえで、「例えば大
阪の検診受診率を一気に
20％、25％に上げるには
どうするか。対がん協会の
西日本の支部の検診車を土
曜、日曜に大阪に持ってい
って一気にやってしまう。
東京だとお台場にマンモ検
診車を100台並べて一気に
やる。そんな発想があって
もいいのではないか」と提
言した。

　討論ではまず、開催地・
和歌山県から、がん検診に
携わる有田川町の保健師、
川岸洋子さんが、がん検診
日程の各戸配布や金融機
関・スーパーへのポスター
配布、子宮頸がん、乳がん
だけでなく胃がん、肺がん
の検診も無料化しながらも
受診率が伸び悩む現状を報
告した上で、「マンモグラ
フィのある医療機関が少な
く、受診環境を整えるのに
苦慮している。精密検査を
受けられる医療機関も限ら
れている」と訴えた。
　大内氏は検診の周知方法
を評価しながらも、「和歌
山はマンモグラフィーの読
影医はかなり多い。ただ一
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シンポジウム

健康に自信、時間ない
…未受診の理由払拭へ

研究の推進通じて
多面的な方策探る

土日に大阪・東京に
検診車集めて一気に検診

連携強化へ　医師不足
の中で地方は試行錯誤

「受けてよかった」と
言ってもらえる環境整備

「がん検診受診率  一層の向上をめざして」
４人の専門家が会場交えて熱く討論



�009年10月1日  対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ � ）

　全国大会には、日本対が
ん協会のほほえみ大使とし
て協会の活動を支援してい
る歌手のアグネス・チャン
さんも参加。「明るくさわや
かに生きる〜アグネスが見
つめた命」と題して記念講
演をした。

◇
　私は2007年に乳がんの
手術を受けました。それが
きっかけで皆さんと一緒に
がん征圧運動をするように
なったんです。
　その年、日本に来て35
周年。日中国交正常化も
35周年。私が来た1972年
はパンダも来た年なんで
す。中国で平和コンサート
開いたら意味があると思っ
て打診したら人民公会堂で
の開催が決まったんです。
９月30日。一生懸命準備
しました。ところが延期し
て下さいって電話が入りま
した。ついていないなあ、
と思ったんです。でも、こ

れが違ったんですね。
　延期になったので時間が
でき、家で寝っ転がってテ
レビを見ていて右胸にさわ
ったら小さなしこりがあっ
たんです。普通だったら気
づいていないと思う。でも
その前にとても良い出会い
があったんです。リレー・
フォー・ライフです。前の
年にテレビで見てすごく感
激して、2007年に芦屋で
開かれたリレーに行きまし
た。しこりに気づく10日
ほど前のことです。
　会場で、がん体験者、サ
バイバーの皆さんを見てす
ごく感動して、だから意識
が高まっていたんですよ、
もしかしたら私も？って。
　検査結果を聞きに行く車
の中で、何で私なのよ、と
泣き出しました。薬膳料理
をやってきたし、暴飲暴食
もせず、たばこは吸わず、
お酒も飲まない。家族に乳
がんを発病した人もいな

い。子ども３人産んで
母乳で育てた。なのに
何で？
　運転する夫に怒られ
ました。「先生の話も聞
いていないのに。人は
寿命があるの、寿命が
来たら死ぬし来なかっ
たら死なない。心配し
ても仕方がない」って。

　発表後にリレーの仲間か
らメールをもらいました。
「サバイバーになったんで
すね、おめでとうございま
す。早期発見でよかったで
すね。きっと天国に行った
仲間がアグネスさんに教え
たんですよ」。それを読ん
だとき、もう号泣です。
　皆さんの前で元気でいら
れるのは早期発見だからで
す。早期発見が一人でも増
えるとがん死亡率は下がる
と思います。私は検診を受
けていませんでした。大き
な間違いでした。皆さん、
必ず検診に行って下さい。

　大会では、紀の川市ピン
クリボンキャンペーン推進
本部の吉田博子実行委員長

＝写真＝が「和歌山アピー
ル」を発表。同市の上名手
小学校の児童65人が、江
戸時代に世界で初めて全身
麻酔による乳がん摘出手術
を行った地元出身の華岡青
洲をうたった「紀の川のほ
とりで」を合唱した。

◇
　華岡青洲先生の志を引き
継いで乳がんを撲滅しよう
と、行政と市民が力を合わ
せてピンクリボンキャンペ

ーン推進本部を立ち上げま
した。乳がん検診を推進し
ながら、すべてのがんを無
くすため、一人でも多く、
検診による早期発見・早期
治療ができるよう、「みん
な連れもていこらよ」を合
言葉に受診の声かけを行い
健康で住みよいまちづくり
を目指しています。
　紀の川市では、胃・大
腸・肺・乳房の検診はすべ
て無料で、一度ですべてが
受けられるようにセットで
行っています。また実行委
員会を中心に様々な運動を
展開しています。子どもた
ちも啓発ソング「紀の川の
ほとりで」を歌って、子ど

もの立場から健診の大切さ
を伝えてくれています。
　平成19年にがん対策基
本法が施行され、今年度は
女性のがんの検診が一部無
料化されるなど、積極的な
がん対策が進められていま
す。参加されている皆様、
ご家族、親戚、ご近所、職
場の方々に「検診を受けよ
う」と伝えていこうではあ
りませんか。和歌山県はが
んで亡くなる人は全国でワ
ースト５に入っています。
この現状を改善をめざすと
ともに、和歌山県から強い
願いを込めて検診の大切さ
を全国によびかけようでは
ありませんか。

記念講演

家族に、親戚に、近所に、職場に
伝えよう検診の大切さ

乳
が
ん
体
験
を
も
と
に
早
期
発
見
の
大
切

さ
を
訴
え
る
ア
グ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
さ
ん

明るくさわやかに生きる～アグネスが見つめた命

　私が体調を崩すとかする
と夫はいつも怒るんです。
たぶん心配しすぎて。その
時もすごく心配したんです
ね。だから怒っているんだ
と思うと楽になりました。
　先生はすごく親切に説明
してくれました。一番近い
スケジュールで手術するこ
とになり、日程が合ったの
が10月１日。ピンクリボ
ンの日だったんです。
　ただちょっと退院が長引
いたんです。コンサート、
講演会をキャンセルしなき
ゃいけない。ということは
発表しなきゃいけない。

−和歌山アピール−
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　－がんと宣告されると
頭が真っ白になるんです。
今までやってきたこと、今
やっていることは、死んで
しまうと意味がないのかな
って考えました。友達も、
この人生って何だったんだ
ろうって、そんな思いが先
にきたと言っていました。
　「とても大きなショック
ですね。病院の幹部とこん
なことを話します。『厳しい
病状の説明を聞いた患者さ
んやご家族は病院を出て近
くのファミレスでコーヒー
を５杯も６杯も飲みながら
呆然と過ごすんです。そう
いう医療って患者さんを大
事にしている医療だと思い
ますか』って。患者さんや
ご家族がホッとでき、落ち
着いて過ごせる空間、対話
の場所が病院内に必要じゃ
ないでしょうか」
　－患者や家族を受け止

の中で何をしているかとい
うと、患者さんの生き様の
証人になることなんです。
僕はあなたの人世のお話や
一生懸命生きていらっしゃ
る『物語』をしっかり聞い
たよ、忘れないよって」
　－お医者さんや看護師
さんとよく付き合うように
なったんですけどみんな、
すごく我慢して仕事してい
ると思います。患者さんに
気持ちがうつっていたら自
身の身がもたないから固い
甲羅をつけて温かい情けを
いっぱい持った自分を抑え
ている。一人ひとり手を取
って、頑張れ、って言いた
いけれど裸で受け止めたら
やっていけない。いっぱい
いっぱい我慢している。
　「ケアする人をどうケア
するか、高知でのセッショ
ンでも話題になりました。
医療者は合理的に論理的に
考えてしっかり治療をす
る。自己規制しないとやっ
ていけない大変さがある。
心の半分しか使っちゃいけ
ないような。気持ちをちゃ
んと出すことができ、自分
を回復する場が必要ではな
いでしょうか」
　－コミュニケーション
ができなくなることはない
のでしょうか。
　「コミュニケーションに
はインフォメーションとメ
ッセージがあると思いま
す。医療者は医療に必要な
情報、インフォメーション
をキャッチするのが仕事で
す。しかし患者さんの言葉
には同時に感謝であったり

めてくれる場、ですね。
　「医療は、少しでも科学
的根拠に基づいて様々なこ
とに対処しようとする。そ
れは大事だし、もっと広が
ってほしい。だけど患者さ
んは合理性だけで生きてい
るわけじゃない。情緒的だ
ったり直感的だったりする
面がたくさんある。病院に
行ったらいきなり合理的に
生きなくちゃいけないとな
ると息が詰まるのではない
でしょうか。絶望したり不
安に思ったり、いろんなこ
とがあるけれど、それって
人間だよね、って受け入れ
る場が必要でしょう」
　－この夏に高知で開か
れた在宅ホスピスの大会に
うかがい、先生方が死ぬこ
とについて語り合うのを聞
いて思いました。重病にな
ると死ぬことばかり考えて
しまいますが、死ぬことが

怖いとか、死ぬとどうなる
か、考えるのはよそうと。
生きている自分が現実です
からどうやって悔いのない
人生を最後まで送るのか。
　「死んだらどうなるんだ
ろうという不安と悩みの中
で人々が考えてきた知恵が
蓄積・凝縮され宗教が発展
してきたと思います。でも
『私のいのち』に関しては
私が歴史の最先端を歩いて
いる。今ここで私が病気で
苦しみながらも一生懸命生
きている。これは歴史の中
で初めて起こったこと。神
様も先に何が待ち受けてい
るか知らないと思う。むし
ろ神様は私のこの経験を通
して歴史を創造しておられ
るのではないでしょうか」
　－リレー・フォー・ラ
イフに参加して自分なりの
答えを見つけました。タス
キをつないでいて亡くなっ
た仲間のタスキは私たちが
つないでいる。私が死んだ
ら次の人、そのまた次の人
が。アグネス・チャンとい
う命にこだわっていればそ
れで終わる。生きている人
間たちという名前をつけれ
ば終わらない。命がどんど
ん回っていく。リレー・フ
ォー・ライフなんです。
　「医師や看護師、薬剤師
はできることがたくさんあ
る。でも僕たちチャプレン
（スピリチュアルケア専門
職）には直接できることは
何もない。薬を処方するこ
とはできない。僕たちのリ
ポートが治療に極端に影響
を及ぼすわけでもない。そ

　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。

がんとの闘い ほほえみ大使 アグネスが聞く⑧
　「喜び、悲しみ、不安……患者さんのメッセージを聞く」

伊藤高章・桃山学院大学教員（スピリチュアルケア担当）　
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失望であったり、うれしさ
であったり、つまりメッセ
ージが必ず込められてい
る。医療者は、それはどけ
ておく。受け止めると気持
ちが動いちゃう。メッセー
ジはどけておいてインフォ
メーションの処理を一生懸
命していると思うんです」
　－私たちは医療者から
インフォメーションを得よ
うとする一方で、思いを知
ってほしい。互いの空間が
ちょっと違う感じですね。
　「インフォームド・コン
セントの基礎となるのはメ
ッセージだと思うんです。
医師が説明して患者さんが
合意という合理的なプロセ
スなのではなく、説明され
た患者さんが自分でこころ
を決める。治療の効果とか
副作用の情報ですぐ結論を
出すのではなく、医療者に
丁寧に説明された情報に基
づいて家庭、お金、社会や
人間関係、未来、過去、様々
に思いをめぐらせ、じゃあ
治療します、嫌です、と決
心をする。患者さんのメッ
セージを聞かないとそのお
手伝いができないはずなん
です。そうしないと患者中
心の医療にはならない」
　－薬とか治療のことを
説明されても何が自分に一
番いいのか分からないんで
す。年齢、仕事のこと、子
どものこと。私の代わりに
考えてくれる人がほしい。
専門的で良心的で、私のこ
とよく聞いて考えてくれる
人がいるとすごく助かる。
　「僕は、医療をする人を
チームＡ、患者さんの主観
的なことをケアする人をチ
ームＢと呼んでいます。チ
ームＡはインフォメーショ
ンを整理して合理的に医療
を行う。チームＢは徹底し

したり見せてくれなかった
りすると不安でしょうがな
い。あなたは今ここにいて
今度の検査は角をこっちに
行くかこっちに行くかの検
査ですよ、って言ってくれ
ると選択可能性の幅が見え
てちょっとは落ち着けるん
じゃないかな、と思う」
　－でも地図をたどって
いくと死に行き着く。最後
まで知りたくないという人
もいるでしょう。精神的な
治療が重要になりますね。
　「僕たちのトレーニング
で養成できるのはせいぜい
年に10人か15人。もっと
広げていきたいですね」
　－名称は？
　「日本での名称は決まっ
ていません。欧米やアジア
では、キリスト教以外の宗
教的背景をもつ人も宗教的
な背景を持たない人も含め
てチャプレンと呼ばれてい
ます。チャプレンとチャー
リー・チャプリンは発音が
一緒なんですって」
　－チャプリン、大好き
です。日本にもいっぱい育
つとといいですね。

てメッセージを深く受け止
める。それが患者さんが結
論を出すときのお手伝いに
なると思っているんです」
　－どんなスタッフが必
要だと思いますか。
　「例えばチャプレンのよ
うな人です。宗教者に限り
ません。米国ではトレーニ
ング法があって専門資格と
して認められています。僕
はたまたま米国でトレーニ
ングを受けた。日本でもト
レーニングプログラムを始
めています。この間、日本
スピリチュアル学会もでき
ました。そこで専門職の資
格認定もする予定です」
　－どんな内容のトレー
ニングですか。
　「まずケアの専門職にな
りたいと思う人自信が仲間
にケアしてもらう。そうで
ないとケアの焦点が分から
ない。喜びや悲しみを含め
て体験をグループワークで
話し合う。思いを言葉にす
る訓練です。患者さんとの
会話記録を基に、患者さん
と向き合った時の気持ちの
動きを振り返るメッセージ
のやりとりを行う訓練を積
み重ねます」
　「取り返しのつくことは
取り返せるよう頑張る。取
り返しのつかない場合は、
引き受けられるように生ま
れかわれないと先に進めな
い。悲観的になることもあ
るでしょうけれどやってみ
なきゃ分からないこともき
っとある。『先生は元気だか
ら。放っておいて』と言わ
れることもありますが」
　－私は自分の状況を忘
れてみることにしているん
です。そして周囲を見て
考えることで、できるこ
と、できないことが見えて
くる。全然できないことも

多いけど、一つ二つはでき
ることが必ずあります。一
歩でも踏み出せば世界が変
わってくるんです。幼いこ
ろのボランティア活動の中
で子どもたちに教わりまし
た。大人になっても病気に
なっても同じです。
　「どのような状況にあっ
ても、必ずできることがあ
ると思います。僕たちは医
師と違ったケアをしている
とは思っていません。医師
がやろうとしていることに
患者さんが気持ちよく乗っ
ていける地盤作りだと思っ
ています。がんの治療はイ
ンフォメーションを集めて
科学的根拠に基づいてやる
のがいいに決まっている。
『この合理的で科学的な治
療は私の選んだ私のための
治療なんだ』という主体的
な気持ちがもてるようにな
る、そのお手伝いです」
　「がんという病気がたど
るいろんな可能性を含めた
地図があって、検査の度に
曲がり角を右に行ったり左
に行ったりしているわけで
す。医師が地図を小出しに

　いとう・たかあき　1979年、国際基督教大学卒業。92
年、聖公会太平洋神学校（米バークレー）修了、米国病院
チャプレン基礎資格取得。米スタンフォード大病院スピリ
チュアルケア部客員スーパーヴァイザーなどを歴任。97
年から現職。日本スピリチュアルケア学会理事。
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2007年度対がん協会支部のがん検診実施状況から  子宮頸がんの総計
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市町村検診の対がん協会支部実施率
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　がんに負けない社会をつ
くることを呼びかけながら
交代で夜通し歩く、「リレ
ー・フォー・ライフ2009」
のシーズンが始まった。ま
ず北海道・室蘭で８月29
〜30日に開かれ、1500人
が参加。９月には宮城・名
取、さいたま、埼玉・川
越、静岡・御殿場、兵庫・
芦屋、横浜、広島の７カ所
で開催された。歌手で日本
対がん協会のほほえみ大使
のアグネス・チャンさんも
御殿場のリレーに参加し、
患者・家族らと一緒にグラ
ウンドを歩いたり、講演し
たりして交流を深めた。

昨年の思いをつなぐ

　室蘭の会場。大人の腰ま
で生い茂っていた草をボラ
ンティアの人たちが刈って
整地。200メートルの立派
なコースができあがった。
　ゲートは家族をがんでな
くした人の手作り、舞台は
借りたトラックの荷台……
命のリレーの舞台をみんな
で力を合わせて作り上げた。
　前日は雨、当日は晴れた
ものの強風、夜からとても
寒くなったが、リレーが始
まると、コースわきに持ち
込んだ職場の仲間や家族、
患者会ごとのテントでは自
然にサロンができ、夜はバ
ーべキューを囲んだ語らい
が続いた。メッセージを記

したフラッグを手にしたチ
ームでコースは人が絶える
ことなくにぎわった。
　初めて開催した昨年の思
いをつなぎたいという地元
の医療者や患者、家族らが
実行委員会の中心になっ
た。仕事や家事の合間に駆
けつけるなど準備に大変だ
ったものの、健康な市民の
人たちに広く呼びかけて輪
が大きく広がり、北の大地
での２回目のリレーも成功
裏に終えた。

学生たちもひと役

　御殿場の陸上競技場で９
月12〜13日に開かれたリ
レーには、日本対がん協会
とともに子宮頸がん啓発キ
ャンペーンを行う北里大学
大学院看護学研究科の院生
５人も参加。女性特有のが
んのサポートグループ・オ
レンジティと一緒に作った
プレゼンをもとに啓発活動
を行った。
　「みんなで受けよう子宮
頸がん検診」と題して、オ
レンジティの河村裕美理事
長と一緒にステージに立っ
た院生たちは、子宮頸がん
のほとんどがヒトパピロー
マウイルス（HPV）とい
うウイルス感染で起きるこ
とや、誰もが感染する可能
性のあること、感染しても
多くの場合は自然にウイル
スが消えてしまうこと、子

うと呼びかけた。
　院生たちは「学内の活動
だけでは得られない、自分
たちの活動の意義を確認す
ることになった」「１回の
活動では何も変わらないか
もしれないが、継続して活
動をしていくことで何かが
変わるかもしれないという
手ごたえを感じた」「一人で
も検診に興味を持ち、検診
に行くきっかけになればい
い。これからも試行錯誤し
ながら啓発活動したい」な
どと話していた。

プレイベントで本番へ

　10月10〜11日に高知市
で開催を予定している高
知実行委員会は８月21日、
高知県庁前から清流四万十
川の観光地・沈下橋まで
120キロをリレーで完走
し、本番をアピールした。
　ランナー６人はいずれも
健康な人たち。車３台が伴
走し、霊場の宿坊で一泊し
て22日夕には予定通り沈
下橋に到着し、「HOPE」
を描いてPRした。

　日本対がん協会のほほえ
み大使としてがんの啓発活
動に取り組む歌手のアグネ
ス・チャンさんが日本クラ
ウンより新曲「あなたの忘
れ物」を発売した＝写真。
　ＮＨＫ「ラジオ深夜便の
うた」に選ばれ、大きな反
響を呼んだ。自身が作詞・
作曲した楽曲を鈴木慶一
氏がアレンジ、伝説のロッ
クバンド「ムーンライダー
ズ」が演奏するという夢の

ほほえみ大使　アグネス・チャンさんが新曲
コラボレーションが実現し
た。アグネスさんは艶のあ
る大人のボーカルで、青春
のあの日の思い出を歌い上
げている。
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