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財団法人 日本対がん協会
〒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）13Ｆ
☎（03）5218−4771 http://www.jcancer.jp/

朝日がん大賞に津金昌一郎氏
大規模疫学調査「多目的コホート研究」を推進
協会賞は沖縄・糸数氏ら４氏５団体に

井市で開かれる「がん征圧
全国大会」で表彰される
（２面に受賞者の業績、３
～５面に受賞者の紹介）
。
津金氏は、厚生労働省が
ん研究助成金による大規模
疫学調査「多目的コホート
研究」を推進。1990年か
ら約10万人を対象に生活
日本対がん協会は９月
習慣とがんをはじめとする
１日付で2010（平成22年） 病気との関連を調べ、次々
年度の朝日がん大賞を、大
に研究成果を発表し、国際
規模疫学調査「多目的コホ
的にも高い評価を受けてい
ート研究（JPHC Study）
」 る。また、日本人のがんを
を推進している津金昌一
予防するための科学的根拠
郎・国立がん研究センター
の提供やがん予防法の科学
がん予防・検診研究センタ
的な知識の普及に貢献して
ー予防研究部長（54）に
いることが、高く評価され
贈ると発表した。
た。
日本対がん協会賞はがん
朝日がん大賞は日本対が
征圧活動に大きな功績のあ
ん協会賞の特別賞として朝
った４氏と５団体に贈る。 日新聞社の協力を得て創設
受賞者は、９月10日に福
され、今年で10回目。

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。

日本対がん協会賞個人の
部に選ばれたのは、沖縄県
糸数病院理事長の糸数健
氏（77）
、新潟県保健衛生
センター理事長の栗田雄三
氏（75）
、ちば県民保健予
防財団名誉総合健診センタ
ー長の林學氏（72）
、埼玉
県健康づくり事業団前理事
長の吉原忠男氏（75）の
４氏。
それぞれの地域で精度の
高い検診体制の確立に尽力
し、地域住民の健康に大き
く貢献した。
日本対がん協会賞団体の
部には、多年にわたり国際
学術会議を開催している札
幌がんセミナー
（小林博理
事長）と広島がんセミナ
ー
（田原榮一理事長）
、無料
がん検診を続けている栃木
県大田原市（津久井富雄市

長）、全国唯一のがん検診
一元化体制を支えている福
井県医師会（松田尚武会
長）、地域住民の目線でが
ん検診に取り組んできた前
橋市医師会（石田稔会長）
の５団体が選ばれた。
日本対がん協会賞は43
回目で、がん征圧活動に功
績のあった個人と団体に贈
られる。
選考委員は次の通り。委
員長・垣添忠生・日本対が
ん協会会長、副委員長・武
藤徹一郎・癌研有明病院メ
ディカルディレクター、原
中勝征・日本医師会会長、
佐々木常雄・都立駒込病院
長、大内憲明・東北大学大
学院教授、大牟田透・朝日
新聞科学医療エディター、
箱島信一・日本対がん協会
理事長。

（2）

（第三種郵便物認可）
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朝日がん大賞
国立がん研究センターがん予防
・検診研究センター予防研究部長
つ が ね しょういちろう

津金 昌一郎氏（54歳）
1 9 9 0年から始まった、
約10万人を対象に疾病と
生活習慣病との関連を調べ
る大規模疫学調査「多目的
コホート研究（ J P H C

Study）
」を推進。日本人
のがん予防のための科学的
根拠の提供、がん予防法の
科学的な知識の普及に努め
ている。

日本対がん協会賞
個人の部
糸数病院理事長

いとかず つよし

糸数 健氏（77歳）

米軍統治下の1 9 6 9年、
日本産婦人科医会沖縄県支
部理事として子宮がんの検
診率の向上や精度向上に努
める。71年には、全国に

先駆けて、子宮がんと乳が
ん集団検診を併行実施。日
本臨床細胞学会沖縄県支部
を設立し支部長として細胞
診検査の向上に尽力した。

新潟県保健衛生センター理事長
く り た ゆうぞう

栗田 雄三氏（75歳）

1988年、新潟県医師会
がん対策委員会委員長、
2001年県保健衛生センタ
ー理事長を歴任、新潟のが
ん対策に大きく貢献した。

肺がん検診では、旧厚生省
の研究班員として、喀淡細
胞診の普及や二重読影およ
び比較読影を取り入れた新
潟県方式構築に尽力した。

ちば県民保健予防財団名誉総合健診センター長
はやし

まなぶ

林 學氏（72歳）

1978年、千葉県対がん
協会検診センター長として
胃、子宮、乳がん検診を推
進。総合健診センター長就
任後の2007年には基本健

康診査とがん検診を同日に
行う「総合健診」を実施。
日本消化器がん検診学会の
胃がん検診専門技師認定制
度を発足させる。

埼玉県健康づくり事業団前理事長

2010年9月1日

団体の部
札幌がんセミナー
（小林博理事長）

1981年設立。世界の第
一線の研究者との交流に努
めてきた。国外から参加し
た研究者は約500人に達す
る。毎年開催される会議

広島がんセミナー
（田原榮一理事長）

1992年、がんの予防と
克服を目標として地元財
界、広島大学、広島市医師
会等の支援で設立。毎年国
際学術研究会議の開催や、

自ら診療を行いながら、
乳がん検診出動医師として
従事。以後2010年の理事
長退任までの四半世紀にわ
たり、地域・学校・職域分野

の検診事業を統括的に推進
し、県民の健康保持に貢献
した。県医師会長として、
毎年、
セミナーを開き、が
ん知識の普及に努めた。

県民講座、国際シンポジウ
ムなど、さまざまな事業に
取り組み、がん予防の推進
はもちろん、地域の活性化
にも貢献している。

栃木県大田原市
（津久井富雄市長）

がん検診の無料化
（1972
年の胃がんから）
で受診者
の負担軽減を図り、自治会
を通して「健康診査票」を
検診対象者の各世帯に直接

配布・回収しながら、次年
度の検診予約を受け付ける
独自の受診勧奨などで、多
年にわたってがん検診受診
率の向上に努めている。

福井県医師会
（松田尚武会長）

福井では、県健康管理協
会ががん集団検診をすべて
一元的に実施している。こ
の全国で唯一の体制によっ
て、県民は検診を、同じ条

件、精度で受診することが
できる。これも、読影委員
会の設置や医師の派遣など
県医師会の尽力のたまもの
である。

前橋市医師会
（石田稔会長）

1984年、胃がん個別検診
を開始。87年、がん検診と一
般健康診査を合体、老人保
健法ヘルス事業各種検診の
チケット方式を導入。住民

よしはら た だ お

吉原 忠男氏（75歳）

は、国内外の第１級誌に紹
介されてきた。また、臨床
研究をテーマとしたセミナ
ー、市民講演会やがん相談
も等も行っている。

の利便性を高め、先進的な
前橋市医師会方式として全
国的に注目された。その後
も、地域住民の目線からが
ん検診に取り組んでいる。
※年齢は９月１日現在

訂 正 ◆◆◆
８月１日発行の対がん協会報561号２面で、
「大阪対が
ん協会」とあるのは「大阪対ガン協会」の、
「鹿児島県
民総合保険センター」とあるのは「鹿児島県民総合保健
センター」の誤りでした。訂正します。
◆◆◆

2010年9月1日		

朝日がん大賞

対 が ん 協 会 報

日本対がん協会賞
【 個人の部 】

がん予防への成果相
次ぎ発表

独自の患者追跡27年間

どんな生活習慣ががんを
防ぐのか。20年間にわた
る地域住民を対象にした大
規模コホート研究でこの問
いに答える結果を出し続け
てきた。がん予防を科学的
な根拠に基づいて進めるた
めの貴重なデータだ。
1990年から全国各地の
保健所の協力を得て約10
万人規模で食生活などのア
ンケートをし、その後の罹
患や死亡などを追跡調査し
た。多くの論文発表で国
際的に注目されるだけでな
く、
インターネットなどを
通して広く国民にがん予防
の情報を提供している。
がん予防に数字の裏付け
を提供した功績は大きい。
たとえば、たばこを吸う男
性のがん発生リスクは吸わ
ない人の1･6倍。禁煙すれ
ば男性のがんの３割は予防
できるといえる。
がん予防での運動の重要
性も判明した。身体活動量
の多い男性は大腸がんのリ
スクが下がっていた。胃の
中の細菌、ヘリコバクタ
ー・ピロリの感染と胃がん
の関係も明確になった。
大規模調査を続けるには
保健所長、保健師、住民ら
の協力が欠かせない。津金
さんは「皆さんの協力でで
きた成果です」と話す。
（朝日新聞・浅井文和編集
委員）

糸数さんは、年間１千件
のお産を扱う病院を那覇市
で開く。病院勤務時から半
世紀近く、沖縄の女性のが
ん予防に力を注いできた。
いまも第一線に立ち、盆や
正月には当直に入る。
大学卒業後、産婦人科医
として約７年東京で研鑽
し、1966年に帰郷。当時
の沖縄は、医師も治療設備
も不足していたうえ、
「女
性は、恥ずかしがってなか
なか医者に行こうとせず、
出血があって、
ようやく受
診する。
手遅れのケースが
多かった」
。
東京や大阪、鹿
児島など本土の病院へ入院
する患者も少なくなかった。
「自分たちの手で沖縄
の女性の健康を守りたい」
と、その年に始まった子宮
がん集団検診に積極的に参
加した。役所や病院、学校
などで長机を診察台に、シ
ーツで間仕切り、即席の診
察室にした。最初の３年間
で受診した１万5738人の
うち、59人にがんが、31
人に前がん状態を見つける
ことができた。
がん発見には正確な細胞
診が不可欠だ。日本産婦人
科医会の県支部理事になっ
た糸数さんは、人手不足だ
った細胞検査士の育成にも
取り組んだ。
「（がんを）
早く見つけれ
ば沖縄で治せる」
と、自身

津金昌一郎さん

糸数健さん

（第三種郵便物認可）

の病院でも2 7年前から、
独自にフォローアップをし
ている。がんではないが正
常でもない、
「灰色」
の細胞
が見つかれば、患者らに電
話し、年１回の検診を勧め
る。
「心配ない」
といえるま
で、患者と連絡をとる。経
過を記した手書きのカード
は、
1800人分を超す。
その
厚みが、がん予防への糸数
さんの情熱を雄弁に語る。
（朝日新聞科学医療グルー
プ・熊井洋美記者）

肺がん検診の標準モデ
ル構築と普及に尽力

栗田雄三さん

新潟県で、肺がん検診の
標準モデルを全国に先駆け
てつくりあげ、普及に尽力
してきた。栗田さんは新潟
大卒業後、68年に県立が
んセンター新潟病院に勤
務。当時、入院してくる肺
がん患者は末期の人ばか
り。
「がんを早く治すには病
院で待っていても仕方がな
い。早期発見の仕組みが必
要だ」。手術もできずに亡
くなる肺がん患者に接する
たび、思いが募った。
7 5年、厚生省（当時）
の肺がん検診研究班に誘わ
れた。78年からは同県内
３町村で肺がん検診のモデ
ル事業を実施。たんの中に
がん細胞が含まれていない
か調べる喫煙者向けの検査
に加えて、レントゲン写真
を２人で読んだり、同じ人
の過去の写真と比べたりし
て早期発見を図る手法をい

（3）

ち早く採り入れた。
地域の医師に早期肺がん
の影の見分け方を教える一
方、県内の保健所ごとに肺
がん検討委員会を立ち上
げ、肺がん検診の受診率向
上を図った。
97年、厚生省の研究班
が新潟など４県で実施し
た、肺がん検診の効果を統
計的に確かめる研究にも参
加。肺がん検診を毎年受け
れば、受けない場合よりも
死亡リスクを４〜６割減ら
せることを示した。
01年まで同病院長を務
めて退職。同年４月に同県
保健衛生センター理事長に
なってからも「検診のレン
トゲン写真を１日千枚は読
みますね」と栗田さん。肺
がんを見抜く確かな力は、
今も現役だ。
（朝日新聞柏崎支局・清水
康志記者）

「がん診療を考える」技術
に魅せられ検診の世界へ

林

學さん

がん検診にかかわるきっ
かけは、千葉大医学部を卒
業後、胃がんの早期発見の
功労者として知られる故・
白壁彦夫・順天堂大学名誉
教授（当時は千葉大講師）
に師事したことだ。
まだ「早期がん」という
概念は一般的ではなかった
時代。それが白壁さんの開
発した「Ｘ線二重造影法」
により飛躍的に初期段階で
の診断が可能になった。
「最初は、白壁先生が下

（4）
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日本対がん協会賞
【 団体の部 】
世界中の研究者が集う

札幌がんセミナー

いた。
「一線の研究とは離れ
たが、がん研究のサポータ
ーでありたい。受賞は名誉
なことです」
と小林理事長。
（朝日新聞北海道報道セン
ター・小林舞子記者）

国際シンポや県民講
座で情報発信

広島がんセミナー

1992年、がんの予防と
克服を目指し、広島県内の
涼しい夏の札幌に世界中
民間企業や広島大学、県医
のがん研究者が集い、がん
師会などの支援を受けて設
研究の最新情報を交換し合
立された。
いたい。
ネクタイを外して、
国内外の専門家らを招い
腹を割って語れる場にした
た国際シンポジウム、最先
い…。そんな理念のもと、 端の治療や研究成果を一般
当時、北大癌研究施設教授
向けに分かりやすく開設す
だった小林博理事＝写真が
る「県民公開講座」などを
中心となって1981年設立。
毎年開いてきた。
30年目を迎えた今年ま
さらに「がん対策基本
で、基礎研究が中心の国際
法」の施行後の07年から
会議を夏に、冬には臨床が
は、質の高いがん専門医を
メーンの全国会議を開いて
育てるための文部科学省
きた。継続期間や会議の規
の「がんプロフェッショナ
模、内容など、どれをとっ
ル養成プラン」に基づく鳥
ても地方では例のない取り
取、島根、広島の３大学の
組みで、
同セミナーを
「札幌
連携事業として、様々なシ
がん学校」と評する声も。
ンポジウムや講座を開いて
セミナーの活動としては
いる。田原榮一理事長は
ほかに、小林さん自身がこ 「民間レベルで地道に続け
れまで30回以上スリラン
てきたがん予防の啓蒙活動
カを訪問。口腔がん予防の
が評価されたのだと思う。
ための禁煙指導を子供たち
これからもがんに関する新
を通じて行い、成果をあげ
しい情報発信を続けていき
ている。
たい」と話している。
またこの夏には、がんの （朝日新聞広島総局・錦光
診断や治療法をわかりやす
山雅子記者）
く伝える市民向け講座も開
広島がんセミナー

宿の先輩だったので、一
んを患った。
「
『
（がんが）見
緒にやってみようか、とい
つかったら怖い』というの
ういう程度でした。でも、 が人間の心理だけど、手遅
『これはすごい技術、がん
れになったらもっと怖いで
診療を変える』と感じ、研
しょ」。いかに早期発見に
究室入りを決めました」
つなげるかが大切かを熱っ
以来、がん検診一筋。院
ぽく語る。
内だけでなく、検診車に乗
1960年に東京慈恵会医
って各地を回った。
大を卒業。がん手術で名高
千葉県の胃がん検診の
かった恩師にあこがれ、大
受診者数は1977年〜2008
学病院のがん研究班に入っ
年の間に2･4倍、乳がんは
た。約10年後、甲状腺が
22･7倍になった。それで
んの手術を受けたのを機に
も受診率は高い地域でも受
埼玉県浦和市（現・さいた
診率は３割程度で、目標の
ま市南区）で開業。約40
５割には届かない。このた
年の町医者生活で、忘れら
め、一般健診とがんの検診
れない患者もいた。
を同日に行う「総合健診」
背中の湿疹がなかなか治
を07年から始めるなどの
らない男性をレントゲンで
工夫も試みている。
検査。胃のすう壁（へき）
70歳を超えた今もほぼ （しわ）の具合がおかしか
毎日、検査や外来に出る。 った。内視鏡や生検で早期
「受診する方から、私の診
の胃がんと診断。結果を受
断をという指名があり、ま
け入れたくなくて病院に姿
だまだ辞められそうにあり
を見せない男性に電話で手
ません」
術を促し、県内の病院を紹
心配なのは、レントゲン
介した。約10年後、男性
読影ができる医師が減って
が「お陰様で無事、定年を
いることだ。病院では内視
迎えられた」と訪ねてき
鏡による検査が中心にな
た。
り、レントゲンは用いられ
県対がん協会では、
なくなってきている。
「若い
1985年から約５年間、乳
医師の教育とともに、放射
がん検診医として出動。
「触
線技師も専門技能を高める
診やマンモグラフィー検査
ことが必要です」
の読影ができる医師があま
（朝日新聞千葉総局・重政
りにも少ない」と、産婦人
紀元記者）
科や内科の開業医らに技術
を伝え、検診への積極参加
を促した。県医師会長など
の要職に就任後も、乳がん
検診事業を統括的に
に限らず、検診率向上に向
推進
け、各方面に働きかけた。
か い ば よしかず
吉原忠男さん
作家「海庭良和」の顔
も持つ75歳。磨いた発信
力も生かし、これからも検
診率の向上に取り組む覚悟
だ。
（朝日新聞西埼玉支局・加
甲状腺、左足の脂肪肉
藤真太郎記者）
腫、大腸、自らも三つのが
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無料化で検診受診率
アップ

れたお知らせ文書を渡し、
次年度の健診予約を受ける
仕組みだ。申込書の回収も

集団健診で病歴などの問診を受
ける市民＝栃木県大田原市

栃木県大田原市
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読影に医師を派遣。さら
た。レントゲン写真による
に、レントゲン撮影の適切
読影会を開き、異常をダ
な体の位置や、バリウムの
ブルチェックする方式を整
濃度や量をなど検診の基準
え、受診率アップを図って
を県医師会として統一して
きた。
「前橋市医師会方式」
規定。読影する医師の研修
として知られる。
も一元化している。
導入初年に胃がんの透視
その結果、どの医師がみ
健診の受診率は前年の約２
ても一定の水準で検診結果
%から３倍の約６%に跳ね
を評価できる体制を継続し
上がった。
てきており、検診精度も向
この胃がん個別健診は、
上している。県医師会の広
精密検査が必要なケース
瀬真紀理事は「精度管理を
では、内視鏡検査を義務づ
精密にしていくことに終わ
け、患者に検査を求めなけ
りはない。がんの早期の発
れば、医師が検診料を請求
見、治療に貢献していきた
できないようにした。
い」と話す。
92年度までは胃の透視、
今年度は集団検診だけで
子宮がん、乳がんのみだっ
なく、全県で個別検診を整
たが、その後、大腸、胃の
備。県医師会がん検診精度
内視鏡、乳がん、前立腺が
管理委員会を設立し、集団
ん、肺がんに広がった。
検診と同じ基準で検診でき
現在、個別健診に参加す
る体制を整えた。
る病院・診療所は175で、
09年度の県内のがん検
１班２人の読影委員は、胃
診受診率は３年連続で向上
がん（透視）が10班、同
しているが、26･7%。松 （内視鏡）が15班、肺がん
田さんは
「まだまだ低い受
が19班。読影には、専門
診率を今後も上げることに
医としての資格を得た開業
尽きる。要精検の人に必ず
医だけでなく、公的病院な
受けてもらえるような仕組
ど６機関の勤務医十数人の
みづくりも進めたい」
と語る。 協力を得ている。
（朝日新聞福井総局・田中
0 8 年度の受診率は肺
章博記者）
がん 3 4 ･ 8 % （ 全国平均
17･8%）
、大腸がん28･7%
（ 同 1 6 ･ 1 % ）、 乳 が ん
受けやすい検診体制 24･5%（同14･7%）、胃が
づくりに尽力
ん24･8%（同10･2%）
、子
宮がん16･6%（同19･4%）
前橋市医師会
がん検診が「いつでも」 と、子宮がんを除けば全国
「どこでも」受けられるよ
平均を大きく上回っている。
う、個別健診を1 9 8 4年、 （朝日新聞前橋総局・石渡
他地域に先駆けて導入し
伸治記者）
前橋市医師会の石田稔会長（前列
右から２人目）ら理事＝前橋市朝
日町４丁目の前橋医療センター

「健康は自分に贈る最高
担っている。
のプレゼント」−早世を
血圧測定など基本健診
予防し、誰もが「活動的な （メタボ健診など）と合わ
85歳」を迎えることがで
せて、がん検診の予約も配
きる健康社会−。大田原
布しているのが特徴。
市はそんなキャッチフレー
佐藤総括主幹は「地域ぐ
ズで、
早くからがん撲滅事業
るみ、総合的に取り組んで
に取り組んできた。
いる」という一方で、
「複
がん検診の無料化と、自
雑な制度を、どう市民に理
治会組織を活用した検診率
解してもらうかが今後の課
アップ作戦の二つが柱だ。
題」とも話す。
1972年度から始まった （朝日新聞大田原支局・人
無料化は、当初胃がん検診
見正秋記者）
のみだったが、
「地域的に
塩分の多い食事で、当時は
脳出血と、胃がんの増加が
検診の一元実施と精
課題だった。そこで集団健
度管理
診への意識を高めるのが狙
福井県医師会
いだった」と市健康政策課
の佐藤節子総括主幹（保健
師）。現在では肺、大腸、
子宮、乳、前立腺に拡大。
対象年齢を国より広げて手
厚い。
無料化に伴う市の負担は
昨年度１億２千万円を超え
「福井の取り組みが認め
るが、
「市民の活力は市の
られたのは、先輩の医師た
力。市の元気は市民の健康
ちが積み重ねてきた努力の
から」と力説する。
成果」と県医師会の松田尚
乳、子宮、肺がん検診の
武会長＝写真。
受診率は40%（2008年度）
県内のがん検診は、県と
を超え、県全体を上回って
県医師会の合意により検診
いる。
機関として設立された県健
事業を支えるのが、市か
康管理協会（対がん協会
ら委嘱された166自治会の
県支部）が1970年代から、
保健委員たちだ。区域の家
市町のがん検診をすべて実
を回り、
「健康診査・がん
施している。
検診」の内容や日程が記さ
県医師会は、集団検診や
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10年度永年勤続表彰者

東京でも３年ぶりに開催へ

（28 団体 90 人、敬称略）

今年は東京でも10月９、10日に、都立潮風公園
（お台場）でリレー・フォー・ライフが開催されるこ
とになった。2007年に「船の科学館」で開かれて以
来３年ぶり。サバイバー・家族をはじめ、関係者の
開催への熱意が実った。
９日には、近隣のアクアシティ・アクアアリーナで
「がん検診50%推進全国大会」
（厚生労働省、東京都、
日本対がん協会主催）
が予定されることから、リレー
はこの全国大会と連動した形で開催することを検討。
全国大会であいさつをした厚労省首脳がサバイバ
ーズウオークの号砲を鳴らし、日本対がん協会のほ
ほえみ大使、アグネス・チャンさんらがウオークを
開始する、といった案が議論されている。
リレーのステージでは、アグネス・チャンさんを
交えたトークイベントが計画されているほか、癌研
有明病院に協力を依頼し、患者・家族へのアドバイ
スができるような活動を考えている。
また、子宮頸がん啓発活動をする一般社団法人リボ
ンムーブメントの学生たちも参加し、患者・家族らと
交流する。

◇北海道対がん協会

◇岐阜県健康長寿財団

中川栄志、菅野普子

桐谷勝

◇青森県総合健診センター

◇静岡県対がん協会

長内訓、長内明美

髙塚市夫、髙塚浩恵

◇岩手県対ガン協会

◇三重県健康管理事業センター

佐々木理、佐々木仁子、岩

高津正明、天野一弘

舘美紀

◇京都がん協会

◇宮城県対がん協会

中石直美、西村一郎、戸来

菊地章子、伊藤久美子、髙

満、大ケ谷信吾

山美和、佐藤紀子、小原真

◇兵庫県健康財団

由美、齋藤純子

田邊秀樹

◇秋田県総合保健事業団

◇鳥取県保健事業団

浜出直人、小松留美、近藤

三宅二郎

のぞ美、安部法人、赤川映

◇広島県健康福祉センター

子、赤川光浩、藤沢規生、

兵藤和枝

佐藤晃子

◇山口県予防保健協会

◇山形県結核成人病予防協会

藤本和代、田中剛司

佐藤裕久、村山和幸、後藤

◇愛媛県総合保健協会

千賀子、菅原由紀江、後藤

宮田守

由美、阿部正之、三沢明、

◇佐賀県総合保健協会

野尻静子、阿部光浩、庄司

武富由治、秦理人

範子、松田こづえ、佐藤弘

◇長崎県健康事業団

子、金内智子

宮地弘道、宮崎浩二、町田

◇茨城県総合健診協会

泰三、烏山りさ子、松本敏

根本誉、平根隆志、長谷川

朗、宮﨑慎也、三浦恵秀、

めぐみ、上野奈美、千葉幸

溝川愛子、田中弥生、大久

子

保努、重住美穂

◇埼玉県健康づくり事業団

◇熊本県総合保健センター

岡林洋子、吉本和美、山岸

小山みさ子、田中美枝、光

満美子、志村剛

永佳織

◇ちば県民保健予防財団

◇大分県地域保健支援センター

堀江秀樹、稲田正貴、稲田

藤田泰範、安倍隆信、田北

佳美、廣田美和

優子、但馬建司

◇山梨県健康管理事業団

◇宮崎県健康づくり協会

木村正樹

倉元良子、谷口季子

◇長野県健康づくり事業団

◇鹿児島県民総合保健センター

本間美咲

森重佳代子

◇福井県健康管理協会

◇沖縄県総合保健協会

山本りか

照喜名朝勝、山内直子

リレー・フォー・ライフ

国際リレー・フォーライフの

「Heroes of Hope（希望のヒーロー）」
日本から坂下さんら4人が認定

アメリカ対がん協会のプ
ログラム「ヒーローズ・オ
ブ・ホープ（希望のヒーロ
ー）」に、日本から坂下千
端子（元大分実行委員長）
、
宮部治恵（福岡実行委員
長）
、三浦秀昭
（元横浜実行
委員長）
、廣澤政男
（静岡実
行委員会・寄付額掲示ボー
ドなどグッズを作成）
の４
氏が認定されました。日本
のみならず世界10カ国か
ら参加があり、
４氏は日本
で初めて認定されました。
「ヒーローズ・オブ・ホー
プ」はがん患者さんの活動
を掲載する「勇気ある人た
ちの紹介」というプログラ
ムで、受賞した４氏のプロ
フィールと写真はA C Sの
ウェブサイトで特集されて
います。

「希望のヒーロー」とし
て認定された方々は、
「キ
ャンサージャーニー」
（がん
の旅）にいる中で、リレ
ー・フォー・ライフで活動し
ています。人々に希望や、
勇気を与え、がんへの決意
を奮い起こす存在として日
本対がん協会から推薦され
ました。
今後は、対がん協会とと
もにがん征圧を訴えていく
とともに、リレー・フォー・
ライフを広めていく活動の
先頭に立っていきます。
ご自分のがん体験をいろ
いろな機会に話すことで、
同じ病気と闘っている人々
に希望を呼び掛け、がんに
負けない社会づくりに取り
組んでいくことになりま
す。

2010年9月1日		
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命のリレーのシーズン
サバイバーズウォーク。がん体験者
たちが「希望への一歩」を力強く踏み
出した＝室蘭で

北の大地から始まる

福
島
千
葉
静
岡
広
島
徳島・小松島

行委員会に寄付した。
室蘭は快晴に恵まれた。
参加者たちは、団扇で風を
送ったり、タオルで汗をぬ
ぐったりしながら、歩き続
けた。
◇
昨年に続き、
２回目の開
催のリレー・フォー・ライフ
inみやぎ。富谷町役場の全
面的な協力を得て、役場前
の特設広場で開催された。
参加チーム42、参加総
数およそ1300人、昨年を
大きく上回るにぎわいの中
スタートした。事務局長の
小野寺さんは「仙台市での
大きなイベントはいくらで
もあるけれど、町内会や地
域の人たちだけでも、すば
らしいイベントが開けるん
だというモデルになるよ
う、富谷町から発信した
い」と話す。
会場を彩るルミナリエの
明かりのほかに、富谷町
で秋に開催される「十三
夜（とみや）魂のふるさと
まつり」というカンテラの
明かりとの共演が素晴らし
く、夜空に輝く幻想的なキ
ャンドルランとなった。
昨年より規模が大きくなっ
たみやぎのリレー＝富谷町
で

命のリレーの本格的なシ
ーズンが８月、北海道か
ら始まった。リレー・フォ
ー・ライフinいしかりが同
月７、８日の両日、当別町
で開催されたのに続いて、
28、29日には室蘭で開か
れた。この両日には宮城県
富谷町でも行われ、サバイ
バー、家族、支援者たちが
「がんに負けない社会」
づく
りを目指して歩き続けた。
◇
今回が初めてになる当別
町でのリレーは北海道医療
大学の支援で開催された。
室蘭で実行委員会を経験し
た人たちを中心に、
「札幌
近郊でもリレーを開催した
い」と、メンバーを募集。
参加５チーム、スタッフ・
ボランティアふくめておよ
そ60人の全国一「小さな
リレー」が実現した。
同大学のグラウンドに
は6 0 0個のルミナリエが
「HOPE」を美しく描き出
した。夜中、あいにくの豪
雨で、８日の開催が心配さ
れたが、雨がやむと誰に言

知事のメッセージが披露さ
れた。
金子さんの妻の明美さん
は一昨年、
北海道で初めて
開かれたリレーの実行委員
長を務めた。
しかし、
今年１
月に亡くなり、
遺志を継い
で実行委員長を務めている。
続いて、サバイバーズウ
われるでもなく、参加者た
ォーク。サバイバーたちが
ちは自然にグラウンドへ。 自分たちの手形を押した横
裸足でグランドを跳ねまわ
断幕を持って広場を一周
る子どものかたわらで、水
し、各チームのウォークが
たまりをみんなで水かき。 スタートした。
参加者全員の温もりに包ま
ステージでは、各チーム
れたリレーだった。
の代表によるチーム紹介
や、サバイバ
ーたちによる
座談会「がん
に負けない希
望の一歩」な
どが行われ
た。その合間
温もりに包まれたウォーク＝当別町で
に、子どもた
◇
ちの太鼓や、ギター、マン
室蘭でのリレーは今年が
ドリン、陸上自衛隊北部方
３回目。全長1380メート
面音楽隊の演奏などが繰り
ルの白鳥大橋のたもと、道
広げられた。
の駅「みたら室蘭」隣の広
リレー・フォー・ライフを
場で28チームが参加して
支援している北海道対がん
開催された。
協会では、
チームで参加し
開会式では、金子健二・ たのに加え、
マルチスライ
実行委員長、箱島信一・日
スCT検診
本対がん協会理事長があい
車を会場
さつし、
「
（リレー・フォー・ に派遣し、
ライフが）がん患者、家族
希望者に
に勇気と希望を与えるもの
肺がん検
になるよう願っています」 診を実施。
という、高橋はるみ北海道
料金を実

今後の各地のリレーの予定は次の通り。詳しくは日本対がん協会のホームページで。
９月４、５日
さ い た ま
９月11、12日
埼玉・川越
９月18、19日
９月18、19日
東
京
10月９、10日
横
浜
９月18、19日
９月11、12日
愛知・岡崎
９月18、19日
兵庫・芦屋
９月11、12日
９月19、20日
愛
媛
10月９、10日
高
知
10月２、３日
10月９、10日
福
岡
９月18、19日
大
分
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子宮頸がんテーマに出前授業 女子大生たちが高校生に
神奈川県教委とリボンムーブメント、対がん協会

高校生たちに子宮頸がんについて「講義」する女子大生たち

神奈川県教育委員会は、女子大生リボンムーブメ
ントと日本対がん協会と一緒に、県内の高校生を対
象に、子宮頸がん啓発の「出前授業」を始めた。ま
ずモデル校として海老名高校（海老名市）で８月
25日に、市ケ尾高校（横浜市青葉区）で同27日に
開催。県教委は、これをもとに、県内のほかの県立
高校約140校に呼びかけ、希望に応じて、秋から冬
に、この「出前授業」を行う考えだ。教育委員会が
女子大生たちと子宮頸がん啓発のプログラムを組む
のは全国でも例がない。
「突然ですが、問題です。 室が笑いに包まれる。小泉
日本人の死亡率って、みん
いずみ校長もにこやかだ。
な知ってる？」
この日参加した生徒は
海老名高校２階の会議
１、２年生61人。男子が
室。リボンムーブメント代
24人いた。
「男子も大
表の鈴村沙織さん（慶応義
いに関係あるし、子宮
塾大学３年）がスライドを
頸がんのことを知って
示して生徒たちに問いかけ
いないと」
（小野内・県
た。
「えっ？ 死亡率？」
「知
教委保健体育課長）。
ってる？」
「何パーセントだ
リボンムーブメントか
ろう？」。生徒たちがヒソ
らは女子大生ら10人
ヒソと声を交わす。
（男子学生も）が参加
「はい、そこの水色の服
した。保護者約10人、
のあなた」
。
学校関係者、県教委の
鈴村さんが指名する。 関係者らが見守った。
「100%？」
「 授 業 」は 続 い て
「その通り。死なない日 「子宮頸がん キホン
本人っていません」。会議
のキ」に。説明者が代

わって、宮沢幸希子さん
（清泉女子大学２年）と、
砂村愛美さん（首都大学東
京３年）に。
「子宮頸がんって、知っ
てますか？」。手を挙げた
生徒は数人。
「テレビで聞き
ました」
宮沢さんら２人に鈴村さ
んも交じって、子宮頸がん
で亡くなる日本人は約
3500人であること、若い
女性に増えていること、原
因はヒトパピローマウイル
ス（HPV）というウイル
スであること、HPVは主
に性交渉で感染し女性の８
割が１度は感染したことが
あるほどどこにでもいるこ
と、でも検診とワクチンで
まず予防できること……を
伝えていった。
続いて６、７人のグルー
プに分かれ、それぞれ１、
２人の学生たちがリーダー
になって疑問に感じたこと
などをディスカッション。
対がん協会のマネジャーが
適宜説明に入って学生たち
をサポートした。

「授業」は50分。最後に
各グループの代表の生徒が
感想を述べた。
「怖いと感じ
た」
「正しい知識が大切だと
わかりました」といった声
に交じって、
「相手を思い
やれる男性が紳士だと思
う」
「彼女ができたら彼女の
ために自分もワクチンを打
ちたい」と話す男子生徒も
いた。
小泉校長は「子宮頸がん
のことをどうやって生徒た
ちに伝えようかと考えてい
たところです。生徒たちに
とってお姉さん、お兄さん
世代にあたる大学生は身近
な存在。そんな学生から話
を聞くと耳に入りやすい」
と話していた。
保護者から「検診を受け
た体験なんかも交えるとも
っと分かりやすくなるので
は」などというアドバイス
も出ていた。
この取り組みへの問い合
わせは、日本対がん協会・
子宮頸がん啓発キャンペー
ン係（☎03-5218-4771）
へ。

グループディスカッションで感想を話す高校生

