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中間報告

５面 九州・沖縄地区のブロック会議
７面 リレーの人々

「今こそがん征圧
がん征圧全国大会
フェニックスの誓い」 ９月に福井で
今年度のがん征圧全国
大会が９月10日、福井市
のフェニックス・プラザで
開催される。大会テーマは
「今こそがん征圧 フェニ
ックスの誓い」。国のがん
対策推進基本計画の中間報
告書で、計画が掲げる検診
受診率の目標「50%以上」
の達成が今のままでは難し
いとされる中、度重なる災
禍を克服して復興した福井
市で、より効果的な啓発活
動のあり方を探る。
（４、
５
面に関連記事）
がん征圧全国大会は、が
ん征圧月間の９月の主要イ
ベント。対がん協会、福井
県健康管理協会が主催し、
厚生労働省、日本医師会、
福井県、福井市、福井県医
師会が後援する。
大会では、がん征圧に功
労のあった個人・団体を表
彰する日本対がん協会賞、
対がん協会賞の特別賞とし
てがん研究・治療に功績の

あった個人・団体を顕彰す
予断を許さない」と指摘し
る朝日がん大賞を授与。開
た「受診率の目標50%」の
催地・福井の代表が、がん
達成に向けて議論を深め
征圧への大きな願いを込め
る。シンポジストは、厚労
て福井アピールを宣言する。 省がん対策推進室の鈴木健
乳がん体験を機に、対が
彦室長、自治医大さいたま
ん協会のほほえみ大使とし
医療センターの今野良教授
て対がん協会の活動を強く （産婦人科）
ら。
支援する歌手のアグネス・
記念行事として、来春の
チャンさんが「さわやかに
運転に向けて福井県立病院
生きる～アグネスが見つめ
で建設が進む陽子線治療装
た命」と題して記念講演す
置の見学会も
る。アグネスさんは昨年和
９日に予定さ
歌山市で開催された大会
れている。研
での記念講演が非常に好評
究施設がある
で、今回も講演してくれる
若狭湾エネル
ことになった。
ギーセンター
大会の前日の９日午後に
での臨床研究
は、大会記念のシンポジウ
の実績を踏ま
ムが福井市のホテルフジタ
えて建設され
福井で開催される。国が昨
ている最新鋭
年度導入した女性特有のが
の装置で、日
ん検診の一部無料化（クー
本海側で初の
ポン券と検診手帳の配布） 設置になる。
の効果を検証しつつ、中間
福井市は、
報告書が「これまでの対策
先の大戦の
のみで達成できるかどうか
空襲で大きな

がんホットライン

月〜土 午前10時〜午後6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〜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。

被害を受けた。終戦直後に
は大地震、洪水に見舞われ
た。大会会場となるフェニ
ックス・プラザは、相次ぐ
災禍から不死鳥のように蘇
った福井を象徴している。
対がん協会では「そこで開
くがん征圧全国大会を、検
診受診率の伸張、がん死亡
者の抑制への反転攻勢の機
にしたい」と話している。
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支部人事

対 が ん 協 会 報

2010年8月1日

新しい役員・事務局長のみなさん

茨城県総合健診協会
加藤勝義・事務局長

栃木県保健衛生事業団
太田照男・副理事長

栃木県保健衛生事業団
瀧田晴夫・常務理事

ちば県民保健予防財団
櫻井義人・常務理事兼事務局長

ちば県民保健予防財団
河西十九三・常務理事

埼玉県健康づくり事業団
酒井忠雄・専務理事

埼玉県健康づくり事業団
宇野喜代志・事務局長

かながわ健康財団がん対策推進本部
柴田則子・事務局長

新潟県成人病予防協会
渡部透・理事長

富山県健康スポーツ財団
奥田達夫・専務理事兼事務局長

三重県健康管理事業センター
加藤正彦・理事長

福井県健康管理協会
桂屋修・理事長

和歌山県民総合健診センター
太田武治・専務理事兼事務局長

大阪対がん協会
団藤保晴・専務理事

京都がん協会
家田健司・事務局長兼業務部長

山口県予防保健協会
浅原隆満・常務理事

広島県健康福祉センター
八田正雄・常務理事

愛媛県総合保健協会
森田秀樹・事務局長兼総務部長

宮崎県健康づくり協会
長友秀隆・副理事長

鹿児島県民総合保険センター
池田琢哉・理事長

2010年8月1日		

福岡で、京都で

対 が ん 協 会 報
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学生たちが子宮頸がん啓発活動

福岡で、学生の街・京都で－。日本対がん協会（垣添忠生会長）が支援する学生たちの子宮頸がん啓発活動が
各地に広がってきた。対がん協会が６月に福岡で開催した市民公開講座を機に、首都圏で活動しているリボンムー
ブメントの学生が福岡の看護大学の学生と交流会を開催。京都でも学生たちが勉強会に出席して具体的な活動の模
索を始めた。子宮頸がんのことを１人でも多くの仲間に知ってほしい。そんな思いが若者たちを動かしている。
◇福岡で◇
を学んで活動しているの
福岡で活動を始めようと
か」非常に興味を持ち、活
しているのは、日本赤十字
動を始めた理由や具体的な
九州国際看護大（宗像市） 活動内容について質問が相
の学生たち。
「サークルピア
次いだ。
（仲間）
」という学生サーク
臼井さんや鈴村さんは
ルのメンバーで、ピアエデ 「子宮頸がんは、自分たち
ュケーションと呼ばれる活
が直面している問題だと知
動に取り組み、小中学校や
らなかった。専門医や研究
高校に「出前授業」を行
者、そして子宮頸がん体験
い、H I V（エイズウイル
者の方々から学べば学ぶほ
ス）などの感染症や、女の
ど、ぜひとも同世代に伝え
子宮頸がん勉強会で、斉藤・関西医大講師の講義を聞
子の二次性徴のことなどを
ていかなければいけない、 く京都の学生たち＝京都市
井さんらと５月に意見交
どと解説。
「ただ子宮頸がん
伝えている。
と思った」などと話し、今
換した。 ７月25日には、 の原因になるHPVの感染
対がん協会が、子宮頸が
年は首都圏の女子大生３千
斉藤淳子・関西医科大講師
を100%防ぐということで
ん啓発活動の一環として、 人を目標に、子宮頸がんに
を招いて勉強会を開催。竹
はないので、子宮頸がんの
福岡県すこやか健康事業団
ついて面談形式でアンケー
下さんら４人に加え、同社
予防には検診も欠かせませ
と一緒に福岡市のアクロス
トを行いながら啓発活動を
福岡で開催した「母娘で考
していくことを説明した。
からも参加した。
ん」と話した。
える女性の健康セミナー」
看護学生を指導する濱田
斉藤講師は、子宮頸がん
学生たちからは「H P V
ワクチンの開発者であるイ
に一度感染した人にワクチ
にサークルの８人が参加。 維子・日赤九州国際看護大
アン・フレーザー博士のも
ンを接種しても有効なの
今野良・自治医大さいたま
講師は「医療系ではない一
とでHPVの研究に取り組
か」
「前がん病変になっても
医療センター教授、宮城悦
般の学生たちが子宮頸がん
んだ。まさにワクチン開発
接種する意味はあるか」な
子・横浜市立大病院化学療
の啓発活動をしていること
の最中で、HPVの表面の
どと質問が相次いだ。斉藤
法センター長の講演を聞い
に驚きました。私たちの活
たんぱく質の中で、どの部
講師が「一度感染したから
て子宮頸がんのことを学ん
動にもとても勉強になりま
だ。その後、セミナーのパ
す。ぜひ、交流を続けてい
分が免疫反応を高めるのか
といって必ずしも子宮頸が
ネリストを務めたリボンム
きたい」と話す。今後、自
といった研究に取り組んだ
んになるわけではない。発
ーブメントの臼井あかねさ
分たちの活動の中で子宮頸
という。
病する人のほうがうんと少
ん（東洋大）、鈴村沙織さ
がんのことをどのように取
勉強会では、子宮頸がん
ない。前がん病変になって
も自然に戻る人もいる。接
ん（慶応義塾大）との交流
り込んでいくか、検討し、 の一般的な知識に加え、自
身の研究経験から、
「一般
種する意味はあると思う」
会を開催した。
実践していく考えだ。
にワクチンは弱毒化したウ
などと説明した。
リボンムーブメントに加
◇京都で◇
イルスなどを使っているこ
竹下さんたちは今後、東
わる学生の多くは、文学部
学生の街・京都で活動を
や総合科学部など、医学部
始めたのは、同志社大４年
とが多いが、HPVワクチ
京の学生たちと連携しなが
や看護学部ではない一般の
の三上結香さん、竹下広恵
ンにはがん化を引き起こす
ら、自分たちの住む自治体
学部の学生たちだ。
さんら。
ような部分が含まれていな
で、子宮頸がん検診の無料
日赤九州国際看護大の学
株式会社ワコールホール
い。免疫反応を引き起こす
クーポン券がどのように使
われているかなどの調査を
生たちは、
「どうして一般
ディングスや対がん協会の 『ウイルスの殻』を使った
ハイテクワクチンです」な
考えることにしている。
の学生が子宮頸がんのこと
呼びかけに興味をもち、臼
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対 が ん 協 会 報
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『予断を許さない』がん検診受診率50%の達成
がん対策推進基本計画中華報告書
がんによる死亡率の減少
がんの早期発見の分野で記
をめざし、がん対策基本法
載され、目標として受診率
（2007年施行）に基づいて
を「50%以上」にすること
国が作ったがん対策推進基
が掲げられた。
本計画の中間報告書が６月
この際のベースになった
に公表された。基本計画
受診率は、2004年の国民生
が、死亡率減少のための柱
活基礎調査によるもの。男
の一つとし、目標を「50%
性は、胃がん27.6%、肺が
以上」と掲げたがん検診受
ん16.7%、大腸がん22.2%。
診率について中間報告書は
女性では胃がん22.4%、肺
「達成できるかどうか予断
がん13.5%、子宮（頸）がん
を許さない」と述べ、
「一層
20.8%、乳がん19.8%、大
の努力を図る必要がある」 腸がん18.5%だった。2007
と指摘した。
年６月にも実施されている
基本計画は、2007年から
が、大きな変化はなかっ
2011年までの５年間に整備
た。
することをまとめている。
国は昨年度、がん検診に
全体目標は「がんによる死
かかる地方交付税を前年度
亡率（75先未満年齢調整） から倍増させて1300億円に
の20%減少」で、がん医療、 したり、女性特有のがん
医療機関の整備、がん登録 （乳がんと子宮頸がん）検診
など、７つの分野で目標が
を一部無料化したりするな
定められた。がん検診は、 どの対策をとってきた。こ

れらの効果についてはまだ
確定はしていないこともあ
って、国は、2010年に実施
される調査の結果を待って
評価することにしている。
ただ、市町村が行うがん
検診の受診率について、
2008年度の地域保健・健康
増進事業報告では、男女合
わせた受診率は、胃がんが
10.2%、肺がん17.8%、子
宮がん 1 9 . 4 % 、乳がん
14.7%、大腸がん16.1%。
ここ数年、大きく伸びてい
ない。胃がんなどは減少傾
向を示している。
こうした状況を受け、中
間報告書は、
「検診受診率
50%の目標については、こ
れまでの対策のみで達成で
きるかどうか予断を許さな
い状況」と、現状のままの
対策では達成が困難である

ことを指摘。
「がん対策推進
協議会等の意見を聴きなが
ら、関係者が一丸となっ
て、一層の努力を図る必要
がある」としている。
もっとも、国民のほとん
どは、がん検診は重要であ
る、と考えていることが、
世論調査などでも明らかに
なっている。今後、こうし
た意識をいかにして行動に
つなげるかが大きな課題
で、職域も含めたがん検診
の受診勧奨なども欠かせな
いものになっている。
がん検診の実施体制に関
して、中間報告書は、
「
（が
ん検診の）根拠法を（現行
の）健康増進法からがん対
策基本法に変更」してはど
うか、という指摘もある、
と述べ、今後の制度変更に
含みをもたせている。

（厚生労働省ホームページより）

2010年8月1日		

対 が ん 協 会 報
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分野別の目標と進捗状況、がん対策推進協議会の意見など

（がん対策推進基本計画中間報告書より抜粋）

分野

がん対策推進基本計画の目標

中間報告書が記す進捗状況

がん対策推進協議会の意見等

全拠点病院で放射線療法・外
設備はほぼ整備
来化学療法

量的充足だけでなく質的評価
も必要

抗がん剤など新薬の販売を
ドラッグラグはやや改善
2.5年短縮

申請ラグが延長、さらに取り
組みが期待

②緩和ケア

がん診療に携わる医師が基本
11254人が研修会を受講
知識を習得

がんで苦しむ患者により添え
る医療者の育成

③在宅医療

住み慣れた家庭や地域での療 患者の在宅死が05→08年に
在宅医療の質の評価指標を
養の選択
1.6%増

④診療ガイドライン
（GL）の
作成

科学的根拠に基づき可能な限 GLの作成・更新を実施して 今後は補助療法・副作用対策
り作成・更新
いる
のGLも

⑴がん医療
①放射線療法・化学療法の
推進、医療従事者の育成

⑵医療機関の整備等

２次医療圏に１カ所程度拠点 拠点病院の整備数は目標を
医療の質の評価が必要
病院
達成

⑶がん医療に関する相談支
援・情報提供

２次医療圏に１カ所程度整備

⑷がん登録

拠点病院での登録状況の把 拠点病院の増加に連れ実施 予後調査の実施・施設別デー
握と改善
施設も増加
タの公開と活用

⑸がんの予防

未成年者の喫煙率を３年以内 厚労省研究班調査で減少。０ 包 装 で の 害 の 説 明 の 改 善 、
に０%に
%にならず
たばこ税増税など

⑹がんの早期発見

がん検診受診率を50%以上に

⑺がん研究

がん死の減少、患者の生活 新規医療の開発・革新的予防 患者・市民の視点を入れたが
の質改善
は未確立
ん研究の進展

相談支援センターの整備は目 相談員の質の担保に対する支
標数達成
援や取り組み

地方交付税の倍増などの対 達成できるかどうか予断許さ
応
ず。一層努力を

がん検診無料化 九州・沖縄ブロック会議で採択

日本対がん協会の九州・
上、がん検診の推進のため
沖縄ブロック会議が７月
に必要な措置を講じるとし
16日に那覇市内で開催さ
ているが、依然として受診
れ、
「がん検診受診率向上
率は低迷している」と指
に向けた国によるがん検診
摘。
「受診率向上はがん対策
無料化を求める提言書」が
の基本であり、そのために
採択された。ブロック会議
はがんの予防や検診に関す
として、日本対がん協会の
る普及啓発と受診勧奨を各
垣添忠生会長にあて、国へ
個人に行うと同時に検診費
の働きかけを求めた。対が
用の無料化を図ることが重
ん協会では厚生労働省など
要」としている。
に要望する。
昨年度、がん検診にかか
提言書は、ブロック会議
る地方交付税が1300億円
の議長を務めた金城幸善・
と倍増されたことに触れ、
沖縄県支部長（沖縄県総合 「必ずしもがん検診予算に
保健協会理事長）が提案、 反映されておらず」
、
交付税
全会一致で採択された。
ではなく、
使途を明確にし
提言書はまず、国はがん
た補助金にしないと
「予算
対策本法で、
「がん予防の
確保が困難」
と述べている。
推進、がん検診の質の向
そのうえで、①国はがん

検診に特化した補助金を交
患者会への支援など、各地
付し、受診者の費用負担軽
で直面する様々な課題につ
減を講じ受診者負担費用の
いて活発な討論が繰り広げ
無料化を実現すること②が
られた。
んに対する普及啓発、予防
新公益法人制度への対応
意識の向上、個人勧奨を容
に関して対がん協会側は、
易にするため検診手帳の配
対がん協会の審査・承認に
布を行い、
受診率向上に向け
あわせ、各地の相談に対応
た対策を充実すること－
する窓口を設けることを表
を求めている。
明した。
会議では、が
ん検診受診率ア
ップへの取り組
み、子宮頸がん
検診におけるベ
セスダ判定、新
公益法人制度へ
の対応、検診車
のデジタル化の 九州・沖縄ブロック会議では、がん検診受診率の
向上など、さまざまな課題について活発な議論が展
進み具合、がん 開された＝那覇市内
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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 ㊦
チームオンコロジーをめざす会・泉州

代表 伊藤高章
がん医療の現場は急性期の病院だけではない。多くの患者さんが在宅で治療を受けている。地域の様々なリソースを効果
的に連携させて、より包括的でより患者さんのニーズに応えるケアを実現することをめざし、本プロジェクトは発足した。
今回のプロジェクトは、テキサス大学 M D アンダーソンがんセンター腫瘍内科医上野直人氏と本プロジェクト責任者
伊藤高章が開発した「TeamOnocology ABC」というパラダイムに基づき、包括的ながんチーム医療を、大阪府泉州地
域に実現させるための第一歩である。
「TeamOnocology ABC」のポイントは、
１．医療職内部における患者を中心としたチームケアを実現する
２．医療を受ける患者の心のケアをとおして、患者自身の主体性を支え、積極的にチーム医療に参加することを促す
３．地域の医療・福祉のリソースを有機的に連携させ、患者の生活を支える
と言える。本プロジェクトでは、上記２．
３．をめざして、活動を行った。
本プロジェクトの関わリを通し、泉州地域とくに大阪府和泉市における医療が、本年度この方向をめざしどのような成
果を上げたか、具体的に報告する。
１．在宅がん患者のディホスピスケア支援並びにご家族のレスパイトをめざして、デイサービス「くろとり山荘」が開所し
た。当初は療養通所介護施設をめざしたが、大阪府から経営的に実現は難しいとの指導を受け、通所介護施設として開所
した。看護師がケアにあたっており、医療必要度の高い利用者を受け入れることができている。経営的な側面に配慮しな
がらも、目標に叶う活動が展開出来ている。本プロジェクトからは、伊藤が理事としてこの施設の運営に関わっている。
また利用者の要望に応じてスピリチュアルケアの担当者を派遣している。
２．大阪府指定がん診療拠点病院／地域医療支援病院 社会医療法人生長会 府中病院に、本プロジェクトからの推薦者２名を
「臨床スピリチュアルケア・カウンセラー」として配置することができた。入院中の患者・家族への直接のケアにあたり、
患者自身が中心となるチーム医療への積極的な実現をサポートしている。またこの「臨床スピリチュアルケア・カウンセ
ラー」の働きとして、ご遺族へのグリーフケアプログラムが計画されている。地域の総合的ながんケアセンターとしての
機能を充実させて来ている。本プロジェクトからは、グリーフケアに関する患者配布冊子の購入を支援した。
３．さらに、本プロジェクトと臨床スピリチュアルケア協会との共催で、府中病院を臨床研修会場として、臨床スピリチュ
アルケア専門職養成プログラムが実現した。医療ソーシャルワーカー、病院職員、がん患者会相談員、公衆衛生大学院後
期課程学生ら他府県からの参加者も得られ、第１期生として研修を行った。今後年２回のペースで研修を実施し、日本ス
ピリチュアルケア学会専門職養成臨床教育機関として、がん患者へのスピリチュアルケア専門職養成の拠点の一つとして
育て上げたい。本プロジェクトからは、研修実施必要な費用の一部を臨床スピリチュアルケア協会を通して負担した。
４．地域の医療者を対象に、３月２日に講演会を開催した。和泉市にはがん患者会がないので、初回として患者会の方に講
演を頂いた。患者側の医療理解や要望を力強い口調で語られ、病院関係者・在宅ケア関係者等参加者にとって、良い刺激
の場となった。本年度２回の開催を予定していたが、１回の実現に留まった。
５．和泉市を訪問し、がん対策の現状について聞き取りをした。分かったことは、現在の態勢で想定されている「在宅ケア」
は高齢者対象のものであり、がん患者の在宅療養は想定されていない、ということであった。医療・介護の連携は高齢者
福祉サービスとして議論される。がん患者の在宅療養の制度が十分に整っているとは言えない。これは、国民の約半数が
罹患し３分の１がそれで亡くなるというこの病気が、和泉市においては（そしてまた日本の多くの地域では）まだ行政の
中心課題になっていない、ということである。今後の働きかけが重要だと考えられる。
６．地域のリソースは、無くはない。良心的な開業医も多く居られる。また、和泉市をかこむ泉州地域には大学付属病院、
血管内治療専門クリニックなど、特徴ある医療資源もある。また和泉市立病院は、2010年度に緩和ケア病棟を開設する予
定である。今回限られた日間で実施出来たのは、有機的なネットワーク化のためのメーリングリストの作成である。今後
の展開のための基礎データとして活用したい。
７．地域の諸活動連携の要として、大学の役割を重視したい。その意味で、本プロジェクトの活動を土台に、次年度以降大
学の地域連携研究を立ち上げることができた意義は大きい。本プロジェクトが現場の実践をめざしているのに対し、大学
の共同研究は、拠点病院院長、医師会副会長など、意志決定ができる人々の集まりとなっている。2010年度から３年間、
の予定である。
本プロジェクトは、働きかけをする対象を「地域」とした。地域内にある諸活動に関わることができたと思うが、残念
ながら、それで地域が大きく変わった実感はまだない。根気強く働きかけを続けながら、結果を待つことになろう。特
に、市レベルの行政が「がん対策」に真剣向き合う姿勢を育成していくことが大きな課題と考える。
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子宮頸がん啓発キャンペーンを展開
売上の一部を寄付

（7）

ポイント社

カジュアルウエア専門店を全国展開する株式会社ポイント（本社・東京都中央区）は、子宮頸がん啓発キャンペ
ーンを展開し、その売上の一部７万５千円を日本対がん協会の子宮頸がん基金に寄付した。
「PROTECT A WOMAN FROM CERVICAL CANCER」と銘打ったキャンペーン。若い女性に増えている
子宮頸がんを啓発する小冊子を作ったり、子宮頸がん征圧のシンボル、ティールアンドホワイトリボンをあしらっ
たオリジナルＴシャツを販売したりした。小冊子は、検診や子宮頸がんの原因であるHPV（ヒトパピローマウイル
ス）の感染防止用のワクチンの重要性を訴える内容で、用意した２万部はすべて配布したという。Ｔシャツは９種
類。うち１つは首都圏の大学生たちでつくるリボンムーブメントのメンバーがデザインした。
キャンペーンでは、若い女性の検診受診率が極端に低いことから、希望者に子宮頸がん検診の無料クーポン券を
抽選でプレゼント。女性の産婦人科医で作る女性医療ネットワークと連携し、同社の負担で検診を受けてもらった。
同社では「子宮頸がんのことを若い女性が考えるきっかけになれば、と考えて企画した。お客さんだけでなく、
社員の意識も高まった。今回のキャンペーンを振り返り、来年もお客さんとのかかわり方を考えていきたい」と話
している。
同社は社会貢献活動に積極的で、医療だけでなく環境など、様々な分野で社会活動をしている団体に寄付を続け
ている。

リレーの人々

鈴木俊子さん＝川越実行委員長

「患者・家族のために何かできることは」
そんな思いが川越で結実
鈴木俊子さん（リレー・フォー・ライフ川越実行委員長）
医療秘書として埼玉や東京の病院で勤務。診断書の口述筆記や
下書きといった事務だけでなく、ときに患者さんの話し相手にもなっ
てきた。いまは東京都内のNPOで働く。仕事の内容は、臨床研究
に関する電話相談だ。少しでもがん医療が充実してほしい。そんな
思いから、説明にも熱が入る。川越では地元の人たちに支えながら
「これからもずっとリレーを開催するぞ」との目標の実現をめざし、リ
レー・フォー・ライフin川越の実行委員長を務める。
「リレー・フォー・ライ
フの火をもっと広げたい」
。
30年間、医療秘書とし
て病院で働いてきた。患者
の半数近くが、がん患者、
という病院にも長く勤め
た。告知、入院、手術、退
院、そして通院。亡くなっ
た患者も少なくない。
もっと患者の身近なとこ
ろで何か自分にできること
はないか。ずっと、思い続
けてきた。
2 0 0 7年のことだった。
ネットの「NHKがんサポ
ート伝言板」で、一人のサ
バイバーとメールを交わす
ようになった。前年に茨城
県つくば市で開催されたリ

レーに参加していた。多く
の仲間と交流をしたことな
ど、リレーのことを楽しそ
うに話す中で、彼がぽつり
と漏らした。
「体調を考える
と、もう遠くのリレーには
参加できない」
川越だったら参加できる
かもしれない。都内に住ん
でいるが、生まれ育ったの
が川越だった。栃木からも
そう遠くはない。都立高校
の国語の教師を退職したば
かりの夫の隆二さんと話し
合った。故郷には愛着もあ
る。知り合いも少なくな
い。地域に根差した活動と
してこれからも繋がってい
ける。

隆二さんも役所との話し
合いなど、俊子さんの手助
けを始めた。熱意をもって
接すれば人はわかってくれ
る。
「世の中、まだまだ捨て
たものじゃない」と隆二さ
ん。
そして昨年９月、多くの
人々の支援を得て、2009
リレー・フォー・ライフin
川越が実現した。ふだん厳
しい闘病生活を送っていな
がらも晴れやかに歩くサバ
イバー、６歳の女の子を遺
して亡くなった娘のことを
語る男性……たくさんの人
がそれぞれの思いを抱いて
集まってくれた。
患者・家族を支えるため

の寄付集めのイベントであ
りながら、患者・家族の交
流の場でもあるリレー。
「参
加することで自分の生きる
意味を考えたい」
「リレー・
フォー・ライフの活動に自
分の居場所が見つかった」
。
そう語るサバイバーたちの
支えになっている。俊子さ
ん、隆二さん夫妻はいま、
充実した時間を過ごしてい
る。
願いは、リレー・フォ
ー・ライフが川越の人々の
間に広がり、根付くこと。
2010リレー・フォー・ラ
イフin川越には、地元の人
たちも数多く参加してくれ
ることになった。願いが少
し、現実のものになってき
た。
老いも若きも、サバイバ
ーも「がん予備群」も、み
んな集まって、そして、よ
り暮らしやすい明日のこと
を語り合おうじゃありませ
んか。
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乳がん無料検診クーポン券

2010年8月1日

2００人にプレゼント
対がん協会

日本対がん協会（垣添忠生会長）は、協会の発行する乳がん無料検診クーポン券を200人の方にプレゼントしま
す。対がん協会がホームページ（http://www.jcancer.jp/）上で実施するアンケートの回答をはがきに記入してお
送り下さい。いままで一度も乳がん検診を受けたことのない人が対象で、希望者が多い場合は抽選いたします。
アンケートは、▽乳がん検診の内容に対する知識▽受けたことがない理由▽がんに関する情報の入手先−など
を尋ねる内容で、今後の啓発活動をより効果的に行うための役立てるのが目的です。
（いただいた個人情報は、この企
画のみに用い、他には一切使用しません）
対がん協会の乳がん無料検診クーポン券は、対がん協会が提携した検診・医療機関で使用できます。検診の内容
は、国が指針で定める内容（問診、医師による視触診、マンモグラフィ）です。提携した検診・医療機関はおおむね
都道府県に１カ所以上ありますが、詳しくは対がん協会に電話（03-5218-4771）でお尋ね下さい。
応募方法は、対がん協会のホームページ上のアンケート回答を、質問番号とともにはがきに記入し、住所、名前、
年齢、性別、乳がん無料検診クーポン券を使われる方を書いて〒100-0006東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町セン
タービル（マリオン）13階 日本対がん協会乳がん無料検診クーポン券プレゼント係までお送り下さい。締め切り
は８月31日（当日消印有効）
。乳がん無料検診クーポン券の発送をもって発表にかえさせていただきます。

米テキサス州立大MDアンダーソンがんセンターで１年間研修
日本対がん協会が同センターと連携してプログラム 希望者を近く公募

日本対がん協会（垣添忠
生会長）は、アメリカでト
ップクラスのがん専門病
院・テキサス州立大MDア
ンダーソンがんセンターと
連携し、日本の若手医師が
同センターで研修するプロ
グラムを設けた。社会的な
活動にも目を向けた地域の
がん医療のリーダー育成を
図る狙い。近くホームペー
ジ（http://www.jcancer.
jp/）で希望者を公募する。
プログラムは、
「マイ・
オンコロジー・ドリーム奨
励賞」と言い、一般社団法
人オンコロジー教育推進プ
ロジェクト（井村裕夫理事
長）との協力のもと、
M. D.アンダーソンがんセ
ンターの上野直人教授のア
ドバイスを受けながら実施
する。
研修期間は１年間。奨学
金として100万円を贈る。
研修を終えて帰国してから

も、同センターで指導にあ
たった医師がメンターとし
てフォローする。
「チーム医療」という言
葉が日本のがん医療の現場
に定着してきたとはいえ、
がん患者がそのチームの中
心にいる医療を行うことは
まだまだ難しい。今回のプ
ログラムは、M.D.アンダ
ーソンがんセンターでの研
修を通じ、「患者の希望」
を正面から受け止めること
ができる医療者を育て、強
いリーダーシップの下、地
域の実情を考慮しながらが
ん医療の充実をめざす。
上野教授によると、社会
的な活動も医師の役割の一
つと考えられているとい
い、こうした経験を、ふだ
んの医療の中でいかすこと
によって、より患者の立場
により添った医療が可能に
なる、という。
応募資格は、医師免許取

得後７年以上で、がん医療
に２年以上携わる医師。米
国人の医療者と不都合なく
話せる英語力が欠かせな
い。
研修中も所属医療機関か
ら基本的な給与が支払わ
れ、帰国後はその医療機関
に戻って地域のがん医療の
充実に貢献することが条件
になっている。
対がん協会などが主催す
る患者支援イベント、リレ
ー・フォー・ライフが研修
した医師のいる地域で開催
されたり、M.D.アンダー
ソンがんセンターが関係す
るイベントが催されたりし
た場合には、積極的に参加
することも求められる。
定員は１人。８月上旬か
ら９月にかけて公募し、
10月に決定する。来春か
らM.D.アンダーソンがん
センターで研修を行う予
定。所属する医療機関の実

情に応じて多少の時期の変
更も検討する。
対がん協会は奨学医制度
を設けて、国内のがん専門
病院で研修する若手医師を
支援してきた。今回のプロ
グラムはこの奨学医制度の
枠を広げるもので、治療は
もちろん、臨床研究の進め
方や、患者支援という、よ
り幅の広い、社会的な観点
も踏まえた研修を考えてい
る。患者支援イベントであ
るリレー・フォー・ライフ
の目的には、がん医療の充
実も含まれる。今回のよう
な医師の養成もこの目的に
合致する。対がん協会は、
リレー・フォー・ライフの
開催を増やしてこうした活
動の拡充を図りたい考え
だ。
問い合わせは、日本対が
ん協会・M.D.アンダーソ
ンがんセンター研修係（電
話03-5218-4771）へ。

