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２〜３面　アグネスが聞く⑫
　　　　　嘉山孝正・国立がん研究セン
　　　　　ター理事長
６面　地域でがん患者を支える試み
７面　抗がん剤の治験めぐり国際
　　　シンポジウム

１部70円（税抜き）

　日本対がん協会（垣添忠
生会長）は６月１日、より
多くの人に乳がん検診を受
けてもらうため、マンモグ
ラフィ検診の無料クーポン
券を発行した。全国の支部
を中心に対がん協会が連携
した検診機関で使える。年
度内に３千枚発行する予定
で、うち１千枚については
通信販売会社ディノスと提
携し、同社がホームページ
で希望者を募っている。
　無料クーポン券は、対が
ん協会の「乳がんをなくす
　ほほえみ基金」に寄せら
れた寄付を基に発行する。
使えるのは今年度いっぱい
（来年３月末まで）。対がん
協会が全国の支部の協力を
得てこうしたクーポン券を
発行するのは初めて。
　対がん協会は「国の助成
で子宮頸がん検診とともに
発行される乳がんの無料ク
ーポン券とあわせ、官民協
力して乳がん検診受診率を
向上させて国のがん対策推

ている。亡くなる女性は
１万1797人（2008年）。大
きさが２センチ以下で、他
の組織や臓器に転移がない
場合が早期とされる。その
場合の５年生存率は９割以
上と治療成績がよく、検診
で早期に見つけることの大
切さが改めて示されてい
る。
　対がん協会の無料クー
ポン券が使える検診機関
は協会のホームページ
（http://www.jcancer.
jp/）で。問い合わせは☎
03・5218・4771へ。

進基本計画が目標（50%）
達成を目指したい」と話
す。
　乳がん検診について、国
の指針では、40歳以上を
対象に、「問診、乳房エッ
クス線検査（マンモグラフ
ィ）並びに視診及び触診」
を２年に１回実施すること
になっている。
　対がん協会の無料クーポ
ン券は、この指針にのっと
った検診が対象。指針以外
の検査を受ける場合は自己
負担になる。
　配布を受けた人が受診し
ようとした場合、同封した
受診機関の一覧表をもとに
電話で予約し、受診当日に
窓口に提出する。対がん協
会は無料クーポン券で受診
したことを受けて検診機関
に料金を支払う。
　対がん協会の無料クーポ
ン券に関し、ディノスと
提携して発行する１千枚
は、同社のホームページや
メールマガジンなどで希望

者を募り、同社から顧客に
プレゼントする。応募は６
月27日まで。多数の場合
は抽選し、７月には手元に
届ける。応募者全員に500
円分の「ｅクーポン」を贈
る。
　２千枚は、対がん協会
が、乳がん検診に関する一
般の意識調査に際して希望
者を募ったり、支部の協力
を得て各地で開催している
がんセミナーやリレー・フ
ォー・ライフ、ピンクリボ
ンフェスティバルなどで希
望者を募集したりする予

　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〜土曜の午前10
時から午後６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〜土  午前10時〜午後6時
03−3562−7830

乳がん検診をプレゼント　対がん協会無料クーポン券
まずディノスと提携して１０００枚

定。ゆとり
をもって受
診できるよ
う、今秋に
は配布を終
える方針。
　乳がん
になる女
性は年に
５万695人
（2005年）
と推計され 日本対がん協会が発行する乳がん検診の無料クーポン券
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　−国立がんセンターは
４月から独立行政法人に組
織が変更され、名称も、国
立がん研究センターに変わ
りました。歴史あるナショ
ナルセンターが大きなター
ニングポイントを迎えられ
ました。
　「はい。厚生労働省の直
轄施設だったのですが、す
でに２年前に、このままで
は時代にあわない、という
ことが議論されました。例
えば公務員だと定員枠があ
る。独立行政法人だとそれ
を緩やかにできる。民営化
してしまうと基礎研究のよ
うな、重要だけど、すぐに
は収益には結びつかないよ
うな分野は削られる。独立
行政法人にして税金も一部
投入しつつ、組織も柔軟に
対応できるような形になっ
たのです」
　「いま、日本だけじゃな
く、世界の先進国の医療

てきた患者さんの治療に取
り組んでいる、そういうレ
ベルでは世界一だ、という
ことの情報開示をしなけれ
ばいけません。それが情報
公開として本来あるべき姿
でしょう」
　−数字とは関係ないで
すよね、いい医療というの
は。どれくらい難しいケー
スを抱えて頑張っているの
か、というのも病院の評価
のひとつだと思います。表
面的な数字を重視すること
がかえって、医療の難民を
作ることになるのではない
でしょうか。数字が下がる
ような治療はしなくなるか
ら。頑張れば治せたかも知
れないケースでも避けるよ
うになるかも知れません。
　「その通りです。そうい
う数字で病院の評価をする
と、本来は適切な治療を受
ける権利がある人たちまで
弾き飛ばされるんです。こ
こでは難しい症例をきちん
と治療できるようにする。
頭脳が集まっていますか
ら、あとは私たちが、そう
いう医療をしやすい環境を
作ればいい。医師の人数も
含めてですね。それがガバ
ナンスだと思います」
　−やっぱり、国民みん
なが、がん研究センターに
期待しているのは研究です
よね。新しい薬、新しい治
療法。
　「いま考えているのは、
ワクチン療法です。がんワ
クチン。米国も、台湾も、
韓国も研究をしている。患
者さんの遺伝子を一気に解
析して、その患者さんにあ

が、いわば部品別になって
います。しかも縦割りで
横の連携がスムーズではな
い。でも、乳がんの患者さ
んにしても、だんだん年齢
が重なれば糖尿病を患うか
も知れないし、心臓病に
なるかも知れない。患者さ
んは人間として存在してい
る。肝臓がんなら肝臓を
診ているだけではいけない
ね、という医療を実現させ
たい。そうすると視線が患
者さんの視線と同じ高さに
なるし、横のつながりも良
くなるので、医療のレベル
が高くなります」
　−がんセンターという
と、良い医師がいて、一番
最新の治療を受けられる
し、外国の情報も入ってい
るし、ここで治らないと言
われたらあきらめるしかな
い、そんなようなイメージ
が患者側にあります。
　「それはある程度あると

思います。でも実際のとこ
ろ、標準医療にこだわり過
ぎている面もあります。確
かに、情報が入らないから
標準医療ができないところ
がある、そんなところに標
準医療を普及させよう、と
いうのは大事なことです。
でも、がん医療はそれだけ
ではありません」
　−がんセンターは、む
しろ標準から飛び出るとこ
ろを探って、それを標準化
していくのが役割ではない
でしょうか。
　「初期はそうだったんで
す。がんセンターを中心と
した臨床研究グループが研
究を重ねてがん医療の標準
を作っていった。しかし、
臨床研究は、例えば年齢は
何歳から何歳までで、糖尿
病や心臓病などのない人、
といったような人を対象に
する。じゃあ、対象以外の
人の治療をどうするか。研
究に携わってきた人たちは
一生懸命に標準医療を作ろ
うとしてきたんだけど、治
療を受けられない人も出て
きてしまった。なぜ、私は
受けられないの？糖尿病が
あるから。こうしたことが
冷たく感じられたのではな
いでしょうか」
　「これからは、先進医療
に取り組もうと考えていま
す。今まで治らなかったが
んを治す。標準医療ではで
きない、難しい症例に挑
む。ですから、ここが、５
年生存率日本一、なんてい
う必要はないんです。表面
的な成績が悪くても、これ
まで治療が難しいと言われ

　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⑫
「患者とともに歩むがん研究センターに」　嘉山孝正・独立行政法人国立がん研究センター理事長
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ったワクチンをすぐに作っ
て治療する。ですから、ま
ず大きな副作用がない。例
えば僕が肺がんになった
として、その肺がんを基に
ワクチンを作る。ですから
副作用はない。いま研究所
（がん研究センター研究所）
の方に言っています」
　「患者さん個々人によっ
て、がんはみんな違う。近
年の遺伝子研究の結果、そ
ういうことが分かってきま
した。つまり、個々の患者
さんに応じたオーダーメー
ドの医療を行うには、患者
さんの様々なデータを分析
しなければいけない。その
ために病院と研究所が密に
コミュニケーションをとる
必要があります。つまり、
患者さんのデータを調べて
それをすぐにフィードバッ
クする。ときどき、という
のではだめで、常にコミュ
ニケーションをとれるよう
にシステム化しなければい
けません」
 −がん研究センター
は、研究をして、新しいも
のを生み出すことはもちろ
んですが、それを政府に提
案して、国民に提案して、
ということも大きな役割で
はないでしょうか。
　「厚労省は行政府であり、
私たちのところは医療現場
です。現場のないところか
ら政策を立案しても現場と
乖離しちゃうことがあるで
しょうし、医療現場だけで
ものごとをすべて解決する
こともできません。それに
政策に反映されないと多く
の患者さんに届きません。
患者さんの医学的な問題だ
けでなく、社会的、経済的
な問題もここで研究でき
る。それを厚労省に提案し
ていきたいと思います」

大切なんです。僕らが気付
かないことを患者さんは感
じますから。我々は、それ
をすぐに感知するセンサー
をもっていなければだめな
んです。その時に、こちら
から、どうしたの？って、
一歩踏み込んで聞く。する
と患者さんは口を開いてく
れる。患者さんが言えるよ
うな雰囲気をがん研究セン
ターが作る。それが大事だ
と思っています」
　−良いですね。たくさ
んの声が集められる場所っ
て。その声が反映されると
いうと、闘病中の患者さん
の、何か、拠り所にもなる
のではないでしょうか。
　「もちろん、がん研究セ
ンターだけでは無理ですの
で、各地の大学病院やがん
診療連携拠点病院と交流し
て、ここがその声の集積場
所になっていく。情報は、
個人情報に配慮してそれ以
外はオープンにする。つま
り患者さんと一緒に歩んで
いく。それが、がん研究セ
ンターのモットーです。一
番の柱なんです」

　「いままで医療と言うと
金がかかるもの、金食い虫
だと言われてきました。で
もそうではなくて、本来、
医療は人の病気を治すので
すから、人間社会に大きく
貢献しているんです。そし
て今や経済を動かすように
なっている。そういったこ
とを国会議員をはじめ官僚
の方々、それにマスコミが
本当のところを深く理解し
て、時代に応じた枠組み、
仕組みを作っていってもら
いたいし、そういう世論を
喚起してほしい。何よりも
国民の福祉を考えて」
　−余計に責任が大きく
なりますね。そういった問
題の大きなものに、ドラッ
グラグの問題があります。
　「これは国の問題が大き
い。PMDA（医薬品医療
機器総合機構）で薬の承認
審査に携わる医師の人数
が、例えばFDA（米食品
医薬品局）の10分の１で
す。薬事法とか医療法とい
う法律もある。いま私が医
学部長をしていた山形大学
の大学院で薬の承認審査に
携わることができる人材の
養成を始めています。ほか
にもいろいろな大学で取り
組み出していますから、や
がて人材が増えてくるでし
ょう。でも、いまの患者さ
んに間に合わない。どうす
ればいいか。それには機能
特区だと思うんです。それ
を関係先にお話ししていま
す」
　−外国では認められて
いる薬が日本で使えないと
いうドラッグラグは、患者
側にとって非常に大きな問
題です。私が使えたら助か
ったかも知れないし、夫は
助かったかも知れない。あ
るいは、日本で使えるにし

ても保険が利かないとなる
と、経済的に破綻する。そ
んな状況に患者・家族はお
かれています。
　「外国の高級乗用車が買
えるくらいですからね。そ
れも高い車です」
　−本当にぎりぎりで生
活している人、子どもがま
だ小さい人だと大変です
よ。高校生だったら、高校
辞めさせるか、治療を受け
るか、そんな選択に迫られ
ているんです。
　「やっぱり特区で、特別
に使用を認めて、そこで成
績が出れば認める、といっ
た制度をとらないと間に合
わない。とにかく、時代の
流れに応じて柔軟に制度を
変えられるようにしなけれ
ばいけない。がん研究セン
ターは、独立行政法人にな
って、現場の声を国に届け
る。そういうことが大事だ
と考えています」
　−するとドラッグラグ
問題も少し解決できる？
　「この問題も現場からの
声で広く知られるようにな
った。患者さんの声が一番

　かやま・たかまさ　神奈川県生まれ。1975年、東北大
学医学部卒。専門は脳神経外科。ドイツ留学を経て東北大
医学部助手。山形大学教授、同大医学部付属病院長、同大
医学部長などを歴任。2010年に現職。日本脳腫瘍学会長
など多くの要職を務めてきた。
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2008年度　対がん協会支部のがん検診実施状況から㊥ ◆乳がん
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2008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
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　いの町は高知県のほぼ中央部に位置し、町を流れる仁淀川は、清く美しい川として有名で、水質は四国一、水辺利用率
は全国一位の川で、町のシンボル的存在です。いの町は、平成16年に旧伊野町と旧吾北村、旧本川村が合併し、町の人口
は27000人余りで高齢化率は27%ですが、旧吾北村、旧本川村両地区は過疎化と高齢化が進み、高齢化率は40%以上に達し
ています。このような高齢化の進む地域では、最後まで住み慣れたところで暮らすためには、医療や介護の人、行政の人
たち、地域のボランティアなど多くの人たちによる支援が必要と考えています。我々は今、いの町において、対がん協会
からの支援を受けながら、在宅で過ごすがん患者やその家族を支援する仕組み作りに取り組んでいます。一つは、支援が
できる色々な人の連携が取れるネットワーク作り、二つ目はがん患者や家族を支援できるボランティアの育成、三つ目は
在宅での暮らしを支援する仕組みを知ってもらうパンフレット作りを行っています。これらを紹介させていただきます。
１．みんなで力を合わせて支える
・在宅をささえる、支援組織の連携ネットワーク作り
医療と介護、行政、住民主体のボランティア組織などが協働してネットワ
ークを作り、がん患者やその家族など支援を必要とする人たちをいかにし
て支えるかを勉強する会「いの包括ケアネットワーク研究会」を組織して
います。この会では地域連携はどのように組織するのかなどについての講
演会や研修会を年に数回開催して勉強し、また在宅で過ごしている患者さ
んや家族の困っていることや悩みなどを、医師や看護師さん、ほけん福祉
課の職員、ソウシャルワーカー、ヘルパー、民生委員やボランティア、住
民が集まり、みんなで支援するにはどうしたらよいかなどの意見を出し合
う事例検討会などを行い、情報を共有し地域連携のネットワーク作りを行
っています。
２．支える人をつくる
・支援ボランティア(サポーター)の育成
地域で暮らすがん患者さんやその家族を支えてくれるボランティアを募り、
今年度はボランティアグループパリアンを主催しているクリニック川越の
川越博美・厚先生の講演会を開催いたしました、講演会に参加し、講習を
受けていただいた後に、ボランティアとして、患者さんや家族の支援をし
ていただいています。
また患者さんや家族の悩みなどの支援、こころのサポーターの養成にも力
を入れています。講師に桃山学院大学社会学部社会福祉学科伊藤高章教授を招き、スピリチュアルケアの講習とグループ
で施設や在宅での実習を10回行って勉強していただいた後、患者さん宅や、病院、緩和ケア病棟を訪問して、患者さんや
家族のこころの支援をしていただくボランティアを養成しています。現在ボランティアは看護師などの医療従事者や医療
職についていて退職された方などが主体ですが、少しずつ活動を開始し、患者さんや家族の相談に乗っていただいていま
す。
３．患者さんや家族に支援について知ってもらう
・在宅支援のためのパンフレット「家にいにたい　家にいのう‼（家に帰りたい　家に帰ろう‼）」の作成
患者さんや障害者が在宅で暮らすために、患者さんが利用可能な在宅医療、訪問看護施設、介護施設、介護用品の取扱所、
行政の相談窓口などの地域の資源情報や、在宅での生活を支援している団体やボランティア組織などの情報を集めた冊子
を作成し、配布することに取り組んでいます。
　このような取り組みを行い、町民が「がん」という病気に興味を持ち、自分で「がん」について考えるようになり、「が
ん」に対する理解が少しずつ深まってきていると感じられます。これからも取組を続けていきたいと思っています。

地域でがん患者をどう支えるか
地域連携・ボランティア組織化モデル事業報告 ㊤

　日本対がん協会が2009年度に始めた地域の連携やボランティアの組織化を支援する事業で、初年度のモデ
ルとして１年間活動を続けた高知、大阪、福島３地域から、成果を報告してもらった。地域でのがん患者支援
をどのように構築するか、という問題は、在宅治療が増える中で重要なテーマとして浮かび上がっている。対
がん協会は今後も事業を続け、「すき間のない」患者支援のあり方を探る。　　（㊤は高知から報告する）

クリニック川越の川越博美の講演会

伊藤高章先生のスピリチュアルケア　ボランティア養成講座

いの町における、地域で暮らすがん患者や家族を支援する仕組みづくり
いの町立国民健康保険　仁淀病院　院長　松浦　喜美夫
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メスキュード医療安全基金
ピンクリボンフェスティバルなどに寄付

　抗がん剤の臨床試験（治
験）を国際社会が一緒に進
めるための課題について検
討する国際シンポジウムが
５月25日、東京・麴町の
駐日英国大使館で開催され
た。日本対がん協会のほほ
えみ大使、アグネス・チャ
ンさんが招かれ、海外では
承認されて使える薬が、日
本ではまだ使えないドラッ
グラグの解決を訴えた。
　「国際化社会における臨
床試験・治験〜効果的なが
ん臨床試験・治験精度の構
築に向けて〜」と題したシ
ンポジウムで、日米英韓４
カ国の新薬の承認審査や臨
床試験などに携わる研究者
らが討論。医師や研究者だ
けでなく、審査当局の担当
者らも熱心に耳を傾けた。
　ディビッド・ウォレン駐
日英国大使、ジョン・ルー
ス駐日米国大使、黄淳澤・
駐日韓国公使、黒川清・日

動に力を入れ、一人でも乳
がんで苦しむ方を減らした
い」と話した。
　最後に高島理事長が「基
金の意義を改めて考えさせ
ていただいた。今後も共英
製鋼グループが全力で基金
の活動を続けていきたい」
とあいさつした。

本医療政策機構代表理事が
共催者として開会のあいさ
つをした中で、がん患者の
幸福のために４カ国が一致
協力して臨床試験態勢の整
備を進めることが重要だな
どと指摘した。
　続いてあいさつに立った
アグネスさんは、日本は年
に70万人ががんを発病・
34万人ががんで死亡する
がん大国であることを紹介
しながら、自身の乳がん体
験を踏まえて、ドラッグラ
グの問題解決を訴えた。
　さらにアグネスさんは、
日本の医師や研究者らが
日々の診療や研究に忙殺さ
れている現状を、「今朝も
皆さん、眠いんです」とユ
ーモラスに紹介しながら、
人材養成など、臨床試験を
進めるうえで環境整備が欠
かせないことにも言及し
た。
　この後、独立行政法人医

は事務局の日本対がん協会
の塩見知司事務局長が出席
して寄付金315万円の目録
を受けた＝写真。
　各団体の活動報告の中
で、塩見事務局長は「ピン
クリボンフェスティバル
は2002年に始まり、８年
目を迎えました。当初はピ

験の支援制度について話す
など、米国と英国の担当者
がそれぞれの制度を報告し
た。
　パネルディスカッション
では、慶応義塾大学の今村
知世講師（臨床薬剤学）ら
が、実際に行っている国際
的な臨床試験を例に、さら
に普及させるための課題を
討論。患者側との連携のあ
り方などについても、患者
団体の代表を交えて議論が
繰り広げられた。

薬品医療機器総合機構の近
藤達也理事長が、全国各地
の大学と協力しながら人材
養成に乗り出していること
を含めて日本の臨床試験整
備について説明。韓国の国
家臨床試験事業団の方英
柱・副団長が、国際的な臨
床試験がどんどん増えてい
る近年の韓国の状況を報告
した。
　米国立がん研究所の武
部直子・上級主任研究員
が、CTEPという、臨床試

　医療廃棄物処理にかかわ
る企業グループでつくる
「メスキュード医療安全基
金」（高島成光理事長）は今
年度の寄付を、乳がん征圧
をめざすピンクリボンフェ
スティバル（事務局＝日本
対がん協会）など８団体に
贈った。５月25日に厚生
労働省で行われた贈呈式に
は長妻厚労大臣や、坂口・
元厚労大臣も出席してあい
さつした。
　この基金は、鉄を溶かす
電気炉業に携わる共英製鋼
グループが設けた。注射器
の不法投棄や針刺し事故な
ど医療廃棄物によるトラブ

ルが相次いだことを受け、
この技術を医療用廃棄物処
理に役立てようとメスキュ
ードシステムを構築。その
取扱量に応じて一定額を基
金として積み立て、2002
年から毎年、医療の発展や
国民の健康に資する活動を
している団体などに寄付を
している。
　８回目になる今年度は、
ピンクリボンフェスティバ
ルや線維筋痛症友の会、救
急ヘリ病院ネットワークな
ど８団体が選ばれ、高島理
事長から各団体の代表者に
目録が手渡された。ピンク
リボンフェスティバルから

臨床試験をめぐる国際シンポジウムに招かれたアグネスさん。（左から、黒川清、ジョ
ン・ルース、ディビッド・ウォレン各氏。右端は黄氏）

ンクリボンの意
味さえ分からな
い方が多かった
が、ここ数年で
大きく変わって
きました。しか
し、乳がん検診
の受診率は非常
に低い。啓発活

ほほえみ大使・アグネスさんが
国際シンポで訴えドラッグラグ解消を



坂下千瑞子さん　血液内科医として
臨床・研究に携わる医療者であり、
７歳の娘さんの母親でもある。2004
年、夫（医師）の留学先のアメリカ
で背骨に腫瘍が見つかり、帰国し
て手術を受けた。つらい闘病生活

の希望の光となったのがリレー・フォー・ライフ
（RFL）だった。「がんを経験した医療者」として命
の大切さを伝える活動を広げている。
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　日本で初めてのリレー・
フォー・ライフが開催され
た茨城県つくば市の中央
公園で、４年ぶりとなる
「リレー・フォー・ライフ
（RFL）2010in茨城」が５
月22、23日に開催された
＝写真。800人を超える参
加者の中には、サバイバー
や医療関係者、ボランティ
アの姿が目立ったほか、学
生200人による「つくば国
際大学チーム」の参加など
学生たちが活躍した。
　大会会長の山田信博筑波
大学長、市原健一つくば市
長はともに2006年に筑波
大学で開催された国内初の

想を語っていた。
　RFL2010in茨城は、来
年の成功を約束する大会宣
言を発表して閉幕した。２
日間で会場内だけで集ま
った募金は100万円を超え
た。

リレーに参加した経験があ
り、山田学長は開会式のあ
いさつで、「再び、多くの
皆さんのご協力を頂いて
リレー・フォー・ライフ
2010in茨城を開催できま
すことを心から嬉しく思っ
ています」と話した。
　新緑に囲まれたコースを
１周するごとにスタンプが
もらえるリレーウオークを
はじめ、子宮頸がんの予防
が期待されるワクチンへの
助成を求める署名活動や講
演会などが行われた。
　初めて会った者同士が語
り合い、イベントを通じて
ふれあいを体験した参加者

は「サバイバーの方々に敬
意を表したい。がんに対し
て目を向けてほしい」「子宮
頸がんのことについてもっ
と知りたい」「患者さんとそ
うでない人が繋がれていい
機会だと思う！」などと感

　「ある日突然病気になっ
たらほんとに困るんです」。
初めて遭遇する一大事。情
報が必要なのはわかるけれ
ど、何から手をつけていい
のか途方に暮れた。
　「医療者の自分がそう感
じたのだから一般の人はも
っと困るでしょう」
　医療者は患者にできるだ
け病気に関する情報を提供
しようと努力している。し

めています」
　大分で実行委員長を務め
た時、仲間が「みんなと一
緒にまた歩きたい」と、１
年先に目を向けてくれた。
　RFLは、がん患者にと
って１年を無事に過ごせた
証としての発表会であると
ともに「サバイバー、遺
族、医療者。あらゆる人に
とってのハレの舞台。参加
者一人ひとりの思いの結晶
なんです」。
　RFLは、様々な立場、
分野の多くの人々とがんに
ついての情報交換や学びの
場でもある。がんになって
も困らない社会づくりをめ
ざし、全国事務局のボラン
ティアスタッフとして「命
のリレー」のアドバイザー
を務め、全国各地の実行委
の活動をサポートする。

かし患者が必要とするのは
それだけではない。どうや
って生きていったらいい
か。「死」を意識し、気持ち
が揺れる。誰がわかってく
れるのだろう？
　でも、とにかく「幼い娘
のために生きるんだ」。病
床で苦しみながらもそう決
めた時、目に入ったのが
RFLを放送するテレビ番
組だった。

　仲間と楽しそうに歩くサ
バイバーの元気いっぱいの
笑顔が画面に映った。勇気
づけられた。そこに行って
仲間と思いをわかち合いた
い。リレーに出ることが目
標になり、闘病生活の支え
になった。
　抗がん剤による治療が終
わってすぐ、体調も万全で
はなかったものの、「はっ
てでもでたい」と兵庫・芦屋
の実行委員会に参加。初め
て会った仲間とも昔から知
っていたかのようにすっと
打ち解けることができた。
　「がん患者にとって入院
中は病気のことで頭がいっ
ぱいで何年も先のことなど
考えられません。１カ月、
２カ月といった短い目標を
つなぎあわせて何とか気持
ちを前に持っていこうと努

茨城・つくば市で「命のリレー」
国内発祥の地で４年ぶりに開催

国内発祥の地で４年ぶりに開催
リレーを支える「がんを経験した医療者」


