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主
な
内
容

２、３面　UICC世界大会
４、５面　リレー・フォー・ライフが
　　　　　ピークに
６、７面　奨学医レポート
　　　　　09年のがん死は34万4105人

１部70円（税抜き）

　「今こそがん征圧　フェ
ニックスの誓い」をテーマ
に、2010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
ラザで開催された。大会
は「がん征圧月間」９月の
中核イベント。日本対がん
協会グループの全国の関係
者、福井県民ら約1400人
が参加し、一人でもがんで
苦しむ人、亡くなる人を減
らすため、活動を一層強
化していくことを誓い合っ
た。（８面に関連記事）
　主催者の福井県健康管理
協会の桂屋修理事長が「戦
災、震災、豪雨災害など度
重なる災禍から不死鳥のよ
うに蘇った福井で初めて開
催される全国大会をがん検
診受診率向上とがん死減少
に向けた反転攻勢の機に」
と開会の言葉を述べた。
　同じく主催者の日本対が
ん協会の垣添忠生会長が
「血の通ったがん対策を進

めるための大事な一歩と位
置づけたい」とあいさつ。
厚生労働省の外山千也健康
局長が、働く世代への大腸
がん検診など来年度予算概
算要求に盛り込んだ事業を
挙げ、「がんに負けない社
会の実現めざし、日本対が
ん協会や関係団体とともに
取り組みを進めたい」と祝
辞を述べた。
　地元福井県の西川一誠知
事は日本海側で初の陽子線
治療施設を県立病院に導入
することを紹介し、「がん
対策の全国のモデル」をめ
ざすと話した。また原中勝
征日本医師会長、東村新一
福井市長のメッセージが紹
介された。
　続いて長年がん征圧活動
に貢献のあった個人・団体
を顕彰する日本対がん協会
賞が垣添会長から贈られた
（個人＝糸数健・糸数病院
理事長〈沖縄県〉、栗田雄
三・新潟県保健衛生センタ

　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〜日曜の午前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〜日  午前10時〜午後6時
03−3562−7830

みで　がん検診」を作った
大分県地域保健支援センタ
ーの内野浩文さんと、永年
勤続表彰者を代表して福井
県健康管理協会の山本りか
さんに表彰状が贈られた。
　記念講演では日本対がん
協会ほほえみ大使のアグネ
ス・チャンさんが「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
話した。
　大会は、日本対がん協会
と福井県健康管理協会が主
催、厚労省、日本医師会、
福井県、福井市、福井県医
師会の後援を受けた。

ー理事長、林學・ちば県民
保健予防財団名誉総合健診
センター長、吉原忠男・埼
玉県健康づくり事業団前理
事長▽団体＝札幌がんセミ
ナー、広島がんセミナー、
栃木県大田原市、福井県医
師会、前橋市医師会）。
　朝日がん大賞の津金昌一
郎・国立がん研究センター
がん予防・検診研究センタ
ー予防研究部長には、吉田
慎一・朝日新聞編集担当
から賞状とメダル、副賞
（100万円）が贈られた。
　今年度のがん征圧スロー
ガン「声かけて　地域ぐる

血の通ったがん対策への第一歩
２０１０年度のがん征圧全国大会が福井市で開かれる

がん征圧全国大会で挨拶する垣添忠生会長
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　国際対がん連合（UICC）
の世界大会８月18〜21日、
香港に隣接する中国の深圳
市で開かれた。テーマは
「予防できるがんは予防す
る。治療できるがんは治療
する。その仕組みの実現に
向けて」だった。3200人
が参加、日本対がん協会か
らは、組織として初参加し
た２年前の前回大会に続
き、垣添忠生会長、関原健
夫常務理事ら３人が出席、
討議に加わった。（日本対が
ん協会常務理事　荒田茂夫）
　UICC（世界117カ国・
地域の383組織が加盟）
は、がんの研究・調査・医
療など専門家主体の交流機
関から、国際的な対がん運
動の推進母体へと、大きく
変身しつつあり、今回の大
会も、こうした変化を色濃
く反映した内容となった。
UICCは今後、対がん運動
のネットワークを強化し、
国際政治への働きかけを強
める方針だ。
　「変身」は、アメリカ対
がん協会（ACS）のジョ
ン・セフリン会長が、UICC
の会長に就任（2002年〜
06年）した頃から目立つ
ようになり、昨年、英国の
銀行幹部だったケリー・ア
ダムス氏が事務局のトップ
に就任し、CEO（最高経
営責任者）を名乗るように
なって、加速した。
　今回の大会で、エドアル
ド・カザプ新会長が、

　UICCがWHO（世界保
健機関）などを巻き込んで
働きかけた結果、来年９
月、ニューヨークの国連総
会で、がんを含む非感染症
に関するサミットが開催さ
れることになったのである。
　国連サミットは、文字通
り各国の元首、首相クラス
が多数出席する「サミット
の中のサミット」であり、
その重要性を考えると開催
までに残された時間は少な
い。このため、大会では会
長直属の対策本部を立ち上
げ、100万人の署名活動を
展開するなど、準備を急ぐ
ことが確認された。
　同時に、同サミットに向
け、がんに加え、糖尿病や
心臓病にかかわる170カ
国・地域の880団体が「同
盟」し、非感染症対策の重
要性を各国政府や国際世論
に訴えていく方針も打ち出
された。
　多様ながんを一括りにし
て、「非感染症」とするこ
とについては、大会に参加
した研究者や医師から異論

UICCの最優先課題につい
て、「がん対策を、グロー
バル・アジェンダにする」
と宣言したことは、UICC
の「変身」を象徴する発言
として印象に残った。
　「グローバル・アジェン
ダ」とは、主要国首脳会議
（G８サミット）で取り上
げられる、地球温暖化や、
核拡散防止など、世界が協
力して取り組むべき地球規
模の課題である。
　保健分野でこれまでに、
「グローバル・アジェンダ」
として取り上げられ、成果
をあげた例として、エイ
ズ・マラリアなどの感染症
対策がある。元米大統領
や、大富豪のビル・ゲイツ
氏など超大物が推進役とな
って、巨額の基金が設立さ
れ、アフリカなどでエイズ
対策、マラリア対策に大き
な成果をあげた。
　「感染症対策が一段落し
た今、３大感染症（エイ
ズ、マラリア、結核）の死
者を合わせたよりも多数が

亡くなっている、がんの対
策を世界規模で講じるべき
時がきた」「（世界が支援に
立ち上がった）エイズで起
きたことを『がん』でも起
こそう」という呼びかけ
が、UICCの大会や、会期
中に開かれた「世界がんサ
ミット」で繰り返し、強調
された。
　同様の主張は、前回のジ
ュネーブ大会でも聞くこと
ができたが、今大会までの
２年間に、がんを取り巻く
環境は大きく変わり、前大
会の「夢」が今や「現実」
に変わろうとしていること
を実感した。

ＵＩＣＣ世界大会
「がん対策を国際問題に」
国連サミットに働きかけ

地元団体の出展が目立った大会の展示スペース
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も出た。しかし、WHOの
組織名など、国際保健の分
野で、がんは、心臓病など
と共に、「非感染症」とし
て区分けされており、「既
成事実」を受け入れるしか
ない、というのがUICC執
行部の見解である。また、
がん単独では国連サミット
を開催する力はない、との
判断もあったようだ。
現在、世界で死亡する人の
約６割が「非感染症」で亡
くなっている。それにもか
かわらず、「世界の保健支
出のうち、がんを含む非感
染症に割り当てられる額は
微々たるもの」（セフリン
ACS会長）だという。
　こうした流れを、国連サ
ミットで一挙に覆し、がん
対策を国際社会が協力して
取り組む地球規模の課題に
「昇格」させることが、
UICC執行部の「戦略」で
ある。
　「戦略」は、がんによる
死亡が急増している状況の
中で、的を射たものである
といえる。しかし、我々と
しては同時に、国連サミッ
ト開催の主要な目的が、途
上国支援であることを忘れ
てはならないだろう。

　アメリカ対がん協会のよ
うに、既に特別な基金を設
け、途上国支援を活発に行
っている団体は別として、
先進国の参加者から、「国
内で、やるべき事はまだ多
い。途上国支援の側面ばか
りが強調されると、ついて
いけなくなる」といった声
を聞いた。
　国連非感染症サミットで
は、がんが先進国で特に深
刻な問題であることを訴え
ると共に、政府がやるべき
仕事と、民間の対がん運動
組織が担う役割との、切り
分けが必要であると思う。
　UICCの運動方針に当協
会がどう対応するか？国連
サミットに向け、出来るこ
とは何か？　提携団体を含
め議論を深めたいと考えて
いる。

　UICCが提起しているよ
うに、途上国における「が
ん死」の急増は、確かに放
置できない地球規模の問題
となりつつある。
　今、がんで死亡する人は
世界全体で年760〜800万
人（罹患者は年1200万人
前後）とみられるが、途上
国が占める割合は急速に増
えており、すでに６〜７割
に達していると推計され
る。子宮頚がんや肝臓がん
の一部など、予防できるが
んが、途上国で特に多くの
罹患者を出しているのに対
策が取られず、がんによる
死者数を押し上げている現
実がある。
　がん死が急増する中で、
人的、財政的資源が不足し
ている途上国を支援する必
要があり、「UICCは運動

の先頭に立つ」というの
が、今大会で執行部から発
せられたメッセージである。
　「総論」に、まったく異
論はない。先進国は感染症
対策と同様に、がんを含む
非感染症についても途上国
を支援すべきだ、と誰もが
思う。しかし、「各論」と
なると、今大会に参加した
各国の団体、専門家には、
とまどいもある。

ＵＩＣＣ世界大会

大会セッションでは、各国の参加者が活発な議論を展開した
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　アメリカ対がん協会
（ACS）とLIVESTRONG
財団は、死亡者が多い病気
や事故の経済損失を調査、
UICC世界大会で、結果を
発表した。がんによる経済
損失は世界全体で年8950
億ドル（約76兆円）に達
し、最大となった。
　寿命より早く死んだり、
障害を負ったりすることに
よる世界全体の経済損失
を、米ドルに換算して計算
した。治療費は含まれてい
ない。
　調査では2008年のがん
による死者を年760万人、
罹患者を1240万人と推計。
死者数は第１位の心疾患よ
り少ないが、経済損失は、

心疾患の7530億ドル（約
64兆円）を２割近く上回
るという。がんによる経済
損失は、世界のGDPの
１.５%に当たる。
　調査は、死亡者が多い順
に15位までの病気や事故
別に経済損失を比較してい
るが、交通事故が2040億
ドル、エイズが1930億ド
ル、自殺が1410億ドルな
ど、がん、心疾患の２大要
因に比べ、３位以下はずっ
と小額となる。
　ACSやUICCは、調査を
基に、国連非感染症サミッ
トに向け、「世界経済を成
長させる観点からも、がん
対策は最も重要で有効」と
訴えることにしている。

「経済損失」、がんが最大
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　千葉では９月18、19日、
八千代市総合運動公園で開
催された。2007年の東京
でのリレー開催に携わった
金井弘子さんを実行委員
長に１年前から準備を進め
た。千葉県がんセンターの
中川原章センター長もメン
バーに加わり、センターを
あげて支援した。
　印象的だったのは、米国
からデルタ航空の社員ら約
40人がボランティアで駆
けつけ、国際色豊かなリレ
ーになったことだ。「ＤＥＬ

ＴＡ」と記したテントを張
ってブースを設け、そろい
の赤いＴシャツ姿で機内食

和太鼓を演奏した高校生を
はじめ、ボランティアの学
生たちが自発的に運営を手
伝うなど、若者の活動が目

リレー・フォー・ライフがピークに
全国10カ所で患者・家族を支える多彩なイベント

　「リレー・フォー・ライフ　ジャパン2010」が９
月、全国10カ所で開催され、ピークを迎えた。初め
てだった福島、千葉、愛知のほか、埼玉では昨年に引
き続いてさいたま市と川越市の２カ所で開催された。
２回目の開催になった静岡、福岡、広島はもちろん、

３回目の横浜、４回目の兵庫・芦屋にも多くの人が駆
けつけ、啓発イベントや、がん患者・家族の支援を
拡充させるための募金活動を展開した。10月には高
知・愛媛・徳島・大分・東京の５カ所で開催が予定さ
れている。

● ● 国 際 色 豊 か に ● ●
〜　千　葉　〜

　静岡では９月11〜12日、
昨年と同じく御殿場市陸上
競技場で41チームが参加
して開催された。開会式で

機
内
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テルマ・スーソンさんも参
加し、日本のサバイバーた
ちと交流を深めていた。

ＣＳのリレーのパネルを掲
げた。ＡＣＳのボランティ
アスタッフでもある社員の

富士山がその全景をあらわ
した。希望の朝を迎えるこ
とが出来たと夜通し歩いた
参加者に忘れられない光景
になった。
　閉会式では日本対がん協
会の垣添忠生会長が、ＡＣ
Ｓのヒーローズオブホープ
に選ばれた人を表彰。家
族・遺族・友人・医療者らケ
アギバーへの感謝の折り鶴
やメッセージの贈呈が行わ
れ、実行委員有志でつくる
「手話シンガーズ」が「ビリ
ーブ」を大合唱。感動の涙と
笑顔に包まれて幕を閉じた。

立つリレーになった。
　会場ではミニＦＭ局を開
局し、同日開催のさいたま
や芦屋の会場と中継し、絆

をアレンジし
た料理を出し
た。
　同社はアメ
リカ対がん協
会（ＡＣＳ）
のリレー・フ
ォー・ライフ
に積極的にか
かわってき
た。千葉での
ブースにもＡ

を広げた。イベン
ト情報や連絡事項
を流し、スムーズ
な運営に一役かっ
ていた。
　12日。暗闇と
紫が織りなす夜明
け前の空はまさに
リレーのテーマカ
ラーだ。そして
朝、それまでずっ
と雲に隠れていた

● ● 富士山背景にすがすがしく ● ●
〜　静　岡　〜
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く参加してもらうには」な
ど日頃の活動の中での疑問
を尋ねると、テルマさん
は、ボランティア活動が風
土として根付いている点
や、テントやキャンプので
きる会場の広さなどの環境
の差があるのでは、などと
指摘した。
　日本のスタッフも環境や
風土の差を感じながらも、
「もっとサバイバー同士の
交流を促すような環境を整
えてはどうか」「患者さんを
リレー以外の会場でもサポ
ートしていくことが大切」
などと話していた。
　テルマさん自身もサバイ
バーで「ＲＦＬは辛い治療
を克服し、サバイバーが輝
き、元気な姿をアピールす
る場」といい、ＲＦＬのト
レーナーとして、また患者
としての目線で語りかける
など、なごやかな雰囲気で
意見が交わされた。

18、19日に千葉で開かれ
たリレーに参加するために
来日した。ＡＣＳの「ヒー
ローズオブホープ」のプロ
グラムを担当するトレーナ
ーで、「ぜひ日本のヒーロ
ーたちに会いたい」と希望
し、懇談会が実現した。
　日本側は、今年受賞した

４人のうち、静岡のリレー
を終えた廣澤政男さんと全
国実施ボランティアスタッ
フの坂下千端子さんが出
席。「本場のスタッフから話
を聞きたい」と各地のリレ
ーを終えた実行委員や全国
実施ボランティアスタッフ
のメンバーら８人が集まっ

　「好いとー福岡　笑うて
生くばい！！」。実行委員
長の宮部治恵さんが「大好
きな福岡。ここで笑って生
きていこうという気持ちを
込めました」と言う福岡
のリレー。９月18〜19日、
快晴のもと、福岡市の海
の中道海浜公園で開かれ、
30チーム、1100人が参加
した。宮部さんはＡＣＳの
ヒーローズ・オブ・ホープ
に選ばれ、開会式で日本対
がん協会の箱島信一理事長
から表彰された。
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な
っ
た
人
を
し
の
ぶ
エ
ン
プ
テ
ィ
テ
ー
ブ
ル

　アメリカ対がん協会（Ａ
ＣＳ）のボランティアスタ
ッフのテルマ・スーソンさ
んと日本のリレー・フォ
ー・ライフスタッフとの
懇談会が９月15日、日本
対がん協会会議室で開か
れた。米国のデルタ航空
に勤めるテルマさんは同

「なぜアメリカは開催場所が多いの」
「企業がボランティア参加するには」

アメリカの
リレースタッフと懇談

　２年目とあって運営に携
わる実行委員らは手慣れた
もの。表情も明るく、会場
全体に和やかな雰囲気を作
り出していた。
　「青葉の会」「ハッピーマ
ンマ」など患者団体の参加
が多いのも特徴だ。「末期が
んだと宣告されながら14
年も生きている。生きたい
という強い意志を持ち続け
ることでがんを克服するこ
とができました」と語る人
もいた。
　ステージも多彩だ。「スト

ップ・ざ・がんボランティ
アの会」によるがん啓発の
寸劇は随所で笑いが漏れ、
喝采を浴びた。「ｔｅａｍ巡
回」と名付けたチームで参

加した福岡県すこやか健康
事業団は今年も検診車を配
置、乳がんと肺がんの無料
検診を実施し、好評だっ
た。

た。
　テルマさん
から坂下さん
らにアメリカ
からのメダル
や記念品が贈
られた後に懇
談した。
　「どうして
米国では開催
場所が多いの
か」「企業がボ
ランティアと
して参加する
にはどうした
らいいか」「サ
バイバーに多

（左から）坂下千瑞子さん（ヒーローズオブホープ受賞）、テルマ・スーソンさん（ACS
ボランティアスタッフ）、郷州葉子さん（全国実施ボランティアスタッフ）、廣澤政男
さん（ヒーローズオブホープ受賞）、鈴木牧子さん（福島副実行委員長）、野澤真澄（日
本対がん協会）

● ● 笑うて生くばい！！● ●
〜　福　岡　〜
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　日本対がん協会の奨学医
として癌研有明病院（東京
都江東区有明３丁目）の内
視鏡診療部で上部内視鏡に
ついて研修しました。癌研
有明病院は、数多くの患者
さんの最先端治療にあたっ
ている病院とあって、今回
の研修はとても貴重な経験
になりました。
　まず朝８時のカンファレ
ンスに驚かされました。
　症例検討では内視鏡診断
の奥深さと厳密さ、そして
最先端の考え方を学ぶこと
ができました。
　癌研有明病院は、教育機
関としても一流だと実感し
ました。日々のカンファレ
ンスでの術前検討や、問題
症例検討会、それに病理カ
ンファレンス、勉強会な
ど。学ぶ機会が実に豊富
で、大変刺激を受けまし
た。
　治療法についても外科、
化学療法科、放射線科、病
理科それぞれの一流の先生
方が丁寧に話をされ、それ
ぞれの分野の最先知識が得
られました。
　研修した内容は主に、上

　癌研有明病院での研修は
今回が２回目でした。日々
の診療の中で、婦人科悪性
腫瘍の治療を研鑚するには
ながん専門病院での診療が
必要と考え、平成21年度
日本対がん協会の奨学医制
度を利用したのです。
　平成11年に東邦大学医
学部を卒業し、同大学医療
センター大森病院産科婦人
科学講座に入局しました。
　周産期、腹腔鏡下手術、
不妊症、悪性腫瘍の各部門
に分かれ、周産期部門は年
に約千件の分娩を扱い、腹
腔鏡下手術部門は週に６件
前後の手術を行います。不
妊症部門にも数多くの患者
さんが来院します。
　そんな中で悪性腫瘍部門
には週に１日しか悪性腫瘍
根治手術を予定できる枠が
ないうえ、婦人科悪性腫瘍
専門医もいないのが実情で
す。医局員が少ないとはい
え、悪性腫瘍部門を充実さ
せて社会のニーズにこたえ
る、という大学病院の使命
も果たさなければなりませ
ん。
　最初に癌研有明病院で研

部消化管のスクリーニング
検査の手順、術前・術後の
検査、特殊な光を使って組
織の微妙な変化を見つける
ＮＢＩ（狭帯域光観察）検
査の手順などです。
　そうした技術的なことも
さることながら、何よりも
大きな収穫になったのは、
多くのトップランナーの医
療に対する姿勢や、そのモ
チベーションを目の当たり
にできたことでした。
　スタッフの方々はもちろ
ん、病院の設備も一流で、
非常に恵まれた環境で研修
することができたと、い
ま、感じています。
　今後、癌研有明病院で研
修した様々なことを基礎に
して、自分自身で勉強を重
ね、さらにステップアップ
し、一人でも多くの患者さ
んの医療を支えていきたい
と思います。
　今回このような最先端技
術を研修する貴重な機会を
与えてくださいました日本
対がん協会、また指導して
下さいました癌研有明病院
の先生方や、関係者の皆様
に深く感謝申し上げます。

奨 学 医 レ ポ ー ト

修したのは平成17年でし
た。悪性腫瘍部門を充実さ
せるため２年半、出向しま
した。週に２日の外来や、
手術に参加（半年ほどして
執刀医に）したり、病棟当
番を担当したりしました。
毎月曜の早朝に手術症例検
討会、夕方に放射線診断科
との合同カンファレンス、木
曜の夕方はCancer	 Board
（診断や治療決定が困難な
症例の検討）、金曜早朝は
欧米の論文の抄読会に参加
しました。
　大森病院産婦人科に戻っ
て年に４、50件の婦人科
悪性腫瘍根治手術を行って
います。後輩の手術指導を
担当するほか、週３回は外
来を担当しています。
　しかしながら、日々の診
療に加え、後輩の指導も欠
かせません。さらに研修を
重ねることが必要です。
　日本対がん協会の奨学医
制度はうってつけで、毎水
曜に癌研有明病院で婦人科
悪性腫瘍根治手術の助手に
加わることになりました。
　今後も診療の向上に向け
努力していきます。

目の当たりにしたトップランナーの
モチベーション

さらなる研鑽にうってつけの
奨学医制度

昭和大学大学院医学研究科
落合康雄

東邦大学医療センター大森病院　産婦人科
釘宮剛城
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　愛知県がんセンターのレ
ジデントとして３年間研修
しました。同センター消化
器内科の山雄健次部長は、
超音波内視鏡下穿刺吸引細
胞診（ＥＵＳ−ＦＮＡ）の
日本での草分け的存在で、
同センターの検査件数は日
本一です。
　やる気のある研修生に
は、とことん指導するとい
う部長の下、胆膵の専門の
医師に毎日指導してもらい
がら、同期のレジデントと
切磋琢磨する毎日でした。
　３年間で施行医として実
施したＥＵＳ−ＦＮＡは
150件を超えます。実力は
もちろん、自信も身につき
ました。化学療法にも携わ
り、延べ600人の患者を治
療する機会を得ました。
　特に自分にプラスになっ
たのは、内科医・外科医・
放射線科医・病理医が集う
合同カンファレンスで説明
する機会をもらったことで
す。専門性の高い質問や指
導が飛び交う中で、症例１
例１例を大切に学ぶ姿勢を
学ぶことができ、全国的な
学会でも自信をもって発表

　2009年にがんで死亡し
た人は34万4105人だった
ことが、厚生労働省が９月
２日に発表した人口動態統
計（確定値）で明らかにな
った。2008年より1142人
増えたものの、その増加ぶ
りは最近では小幅で、とく
に男性は２人減って20万
6352人だった。ずっと増
えてきたがんによる死亡数
が鈍ったのかどうかは、こ
の１年だけでは判断でき
ず、しばらく様子をみる必
要がある。女性は13万
7753人で1144人増えた。
　死亡数が最も多いのは肺
がんで６万7583人で、08
年より734人増えた。次い
で胃がんの５万17人（対
前年比143人減）、大腸が
ん４万2434人（同577人
減）、肝及び肝内胆管がん
３万2725人（同940人減）、
膵がん２万6791人（同815
人増）など。上位５つのが
んのうち、増えているのは

肺がんと膵臓がんの２つだ
った。
　男性で最も多いのは肺が
んの４万9035人（同425人
増）。胃がん３万2776人
（同197人減）、大腸がん
２万2762人（同657人減）、
肝及び肝内胆管がん２万
1637人（同695人減）、膵
がん１万4094人（同391人
増）と続いている。
　肺がんと膵がんの増加が
目立つ。また前立腺がんも
１万36人と、08年より47
人増え、初めて１万人を超
えた。
　女性では大腸がんが最も
多くて１万9672人（同80
人増）。次いで肺がんの
１万8548人（同309人増）、
胃がん１万7241人（同54
人増）、膵がん１万2697人
（同424人増）、乳がん１万
1918人（同121人増）とな
っている。上位のがんはい
ずれも増えていた。

がん死は34万4105人
2009年の人口動態統計（確定）

することができるようにな
りました。国内外での発表
や、原著論文も書く機会を
いただき、本当に充実した
研修でした。
　自分の技術や知識を高め
ることにより、胆膵のがん
の患者に一番よい選択をし
続けることができる医師に
なりたいというのが、愛知
県がんセンターにきた理由
です。
　自分より10年も20年も
多く経験を積まれたスタッ
フドクターが、さらなる研
鑽を積まれている姿をみ
て、自分もそうありたい、
そうでなくてはいけないと
決意を新たにしました。
　研修を終えたいま、それ
が何よりの財産であったと
実感しています。
　お世話になった諸先生方
には感謝しつくせないもの
があります。本当に素晴ら
しい、充実した３年間でし
た。この経験を、自身の大
学の臨床、教育、研究にい
かしたいと思います。

奨学医レポート

部　　位 総　数 男 女

全体 344,105 206,352 137,753

食道 11,713 9,908 1,805

胃 50,017 32,776 17,241

大腸 42,434 22,762 19,672

肝及び肝内胆管 32,725 21,637 11,088

胆のう及び
その他胆道 17,599 8,598 9,001

すい臓 26,791 14,094 12,697

気管・気管支
及び肺 67,583 49,035 18,548

乳房 12,008 90 11,918

子宮 5,524 5,524

前立腺 10,036 10,036

白血病 7,896 4,765 3,131

悪性新生物（がん）の主な部位別にみた死亡数
（2009 年、人口動態統計＝確定＝より）

研鑽積む先輩医師に共感

愛知医科大学　消化器内科
小林佑次
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　2010年度のがん征圧全
国大会記念シンポジウムが
９月９日、福井市のホテル
フジタ福井で開かれた。タ
イトルは「がん検診で安心
を得る時代に〜検診機関の
責務」。がんになっても安
心できる社会の実現に向
け、検診機関にどんな役割
が期待されるのか、果たす
べき責務は何か。会場から
も活発な意見が示され、健
康教育のあり方にまで及ぶ
幅広い議論が展開された。
（司会・進行は日本対がん
協会の小西宏マネジャー）
　第一部の講演では厚生労
働省がん対策推進室の鈴木
健彦室長が「がん検診　国
の取り組みと検診機関に望
むこと」について話した。
　内閣府のがん対策に対す
る世論調査をもとに、受診
率向上には▽検診の意義・
目的に対する誤解▽検診実
施体制の問題▽検診費用の
問題▽検診方法等に関する
不安−を解決しなければ
いけないと指摘した。
　その上で、企業と連携し
て受診率向上を図るがん検
診企業アクションなどを紹
介しながら「いつでも、ど

　日本対がん協会の「がん
ホットライン」（03−3562
−7830）への相談が10月
から日曜日もできるように
なります。がんに関する悩
みや不安に、看護師や社会
福祉士が電話でこたえるも
ので、これまでは月〜土曜
日の10時から18時までで

道府県単位で43自治体、
市町村単位で23自治体を
数えるという。「がん予防推
進員や、がん検診受診推進
サポーターなどの制度を設
け、がんの教育研修プログ
ラムを提供したり、さまざ
まな啓発資材を作ったりし
ている」などと活動を報告
した。
　さらに、自治体に加え、
金融機関などの企業やイベ
ント会場などでも「簡易版
がんを知る展」を開催して
いる。「まずはがんのことを
知って、そしてがん検診の
目的、意義、内容を知って
ほしい」と訴えた。

◇
　シンポジウムの詳しい内
容は、12月に発行予定の

「対がん協会報・増刊号」
で紹介します

数多く寄せられ、今年１月
から土曜日の受け付けを開
始し、受け付け時間も延
長。さらに今回、日曜日の
受け付けに踏み切りました。
　相談件数も増え続け、
09年度には6900件になり、
今年度は約１万件になると
見込まれています。

こでも受けられる体制」
で、国のがん対策推進基本
計画の目標「受診率50％」
を目指し、「より一層の協
力を」と呼びかけた。
　自治医科大学さいたま医
療センターの今野良教授
（産婦人科）が「子宮頸が
ん予防検診～検診で本当に
がん予防ができる時代が来
た」と題して講演した。
　宮城県対がん協会のデー
タをもとに、1990年代半
ばまでは、検診受診率を上
げることで子宮頸がん死亡
率が下がってきた検診の成
功の歴史を説明しながら
「細胞診にＨＰＶ（ヒトパ
ピローマウイルス）検査を
併用することでさらに効果
を上げられる」と指摘。
　アメリカ産婦人科学会の
「30歳以上の女性に細胞診
と併せてＨＰＶ検査を行う
ことは適切で、両方が陰性
だった場合は検診間隔を３
年以上に延ばせる」という
考えを紹介。間隔を延ばす
ことで費用も抑制できるメ
リットを示した。
　「鹿児島県における質の
高いがん検診への取り組み
と受診者拡大に向けて～保

した。相談は原則として１
人20分。相談自体は無料
ですが、電話代は相談する
方に負担していただくこと
になります。
　がんホットラインは
2006年に相談員２人で設
けたのがスタートでした。
その年は1370件の相談を

健師の立場から」と題して
話したのは鹿児島県民総合
保健センターの松岡純子健
診推進班長。読影体制を充
実させるなどの制度管理に
加え、精密検査の受診率を
上げるために何度も何度も
未受診者に働きかける、と
いう取り組みを紹介した。
　さらに、早期発見から早
期治療までを医療管理下の
ルートにのせるため、治療
結果の追跡にも努力してい
る現状を報告した。
　最後にアフラック（アメ
リカンファミリー生命保険
会社）がん対策推進室の永
江美保子室長が「がん検診
受診率向上～企業の支援活
動事例」を説明した。
　同社では、がん対策に関
して自治体との提携を進め
ている。８月末現在で、都

受けました。電話相談に関
するニーズは非常に高く、
対がん協会では相談員を増
やすとともに、受付時間の
延長　を図ってきました。
しかし、働きながら通院治
療する人が増えるなど、
「土曜日や休日も相談にの
ってほしい」という要望が

「がん検診」から「健康教育」まで 幅広く討論
がん征圧全国大会記念シンポ

10月から日曜日も相談できます　がんホットライン


