
学生たちが描くがん征圧の願い

　日本対がん協会は、がんに関する不安、日々の生
活での悩みなどの相談（無料、電話代は別）に、看護
師や社会福祉士が電話で応じる「がん相談ホットライ
ン」（☎03−3562−7830）を開設しています。祝日を除い
て毎日午前10時から午後6時まで受け付けています。
相談時間は1人20分まで。予約は不要です。

　日本対がん協会は、専門医による面接相談および
電話相談（ともに無料）を受け付けています。いずれ
も予約制で、予約・問い合わせは月曜から金曜の午前
10時から午後5時までに☎03−3562−8015へ。相談の時
間は電話が1人20分、面接は1人30分（診療ではありま
せん）。詳しくはホームページ（http://www.jcancer.
jp/）をご覧ください。
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容

２面　障害者のがん対策推進
　　　日本対がん協会
４〜５面　奨学医レポート
６面　フェイスブックで世界のリレーの
　　　情報発信
６面　がんと生きる、私の物語

１部70円（税抜き）

　今年度のがん征圧ポスタ
ーが決まった。日本対がん
協会が初の試みとして学生
たちに呼びかけて「第１回
がん征圧ポスターデザイン
コンテスト」を実施。最優
秀作に多摩美術大学大学院
生の細田純平さんの作品が
選ばれた。がん征圧月間の
９月に全国の自治体や医
療・検診機関などに掲示さ
れる。
　細田さんの作品は２枚一
組。１枚は、びっしりと並
んだ小さな「〇」を正常細
胞に見立て、その中央に２
ｃｍほどの金平糖のような
「がん細胞」をあしらって、
「今、みつけてください」
と呼びかけている（写真
左）。やや近寄らないと分
かりづらい点がミソだ。
　もう一枚は、その「がん
細胞」を遠くからでも分か
るように大きく描いた。そ
して「すぐ、みつかった」

（写真右）。
　この２枚を並べること

賞には記念品がそれぞれ贈
られた。
　審査委員は、天野祐吉
（コラムニスト）、中川恵一
（東京大学医学部附属病
院）、中平純一（厚生労働省
健康局がん対策・健康増進
課）、廣村正彰（グラフィッ
クデザイナー）、本田亮（ク
リエイティブディレクタ
ー）、箱島信一（日本対がん
協会理事長＝当時）の各氏。
　第２回目のコンテストの
日程は近く公表する予定。

ら、自治体や保健所、検診
機関などではスペースが制
約される可能性もあるた
め、１枚を掲示する場合
は、がんがまだ小さく
「今、みつけてください」
と訴えているほうを勧める
ことにしている。
　がん征圧月間ポスターは
これまで、業者を通じてデ
ザイナーに依頼し、複数を
描いてもらって日本対がん
協会事務局と詰めて決めて
きた。若者への啓発、とい

う観点から、大学生世代に
がんのことを考えてもらう
一環として、コンテストを
実施することを決め今春、
作品を公募。約20点の作
品が寄せられた。審査委員
会を６月11日に開催。優
秀賞には武蔵野美術大学の
淵沢ゆなさん、青山学院大
学の柳里沙さん、神奈川大
学の太田美咲さんの作品が
選ばれた（３面に掲載）。
　副賞として最優秀賞には
10万円の商品券が、優秀

がん征圧ポスター
デザインコンテスト

最優秀に多摩美術大の細田純平さん
で、自覚症状が出
ない小さなうちに
検診を受けてがん
を見つけよう、と
いうアピールが伝
わるように工夫さ
れている。
　審査委員会で
は、その効果的な
あしらい方が絶賛
され、最優秀作に
選ぶことに異論は
出なかった。
　２枚一組なが
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「がんちゃんの冒険」に手話と字幕

ピンクリボンフェスティバルのシンポで手話通訳も
聴覚障害者対象のがんセミナーやろう学校でのがん教育も計画

がんに対する意識やがん検診の実情
……障害者のがん対策の課題調査へ

　日本対がん協会は、聴覚
障害者に向けたがんの啓発
活動を拡充させることを決
めた。アニメによるがん教
育DVD「がんちゃんの冒
険」に手話動画と字幕を入
れたものを新たに作成し、
聴覚障害者向けのがんセミ
ナーやろう学校でのがん教
育を開催する。ピンクリボ
ンフェスティバルのシンポ
ジウムでは手話通訳やパソ

　日本対がん協会では、全
国の支部・提携団体の協力
を得て、障害者のがんに対
する意識調査や、がん検診
をはじめ障害者のがん対策
の実情を調査。課題を探っ
て政策提言する計画を立て
ている。
　まず、聴覚障害者を対象
に「がん対策に関する意識
調査」を実施する。今年１
月に内閣府が国民を対象に
実施した「がん対策に関す
る世論調査」をもとに調査
項目を検討する。内閣府の
世論調査では、がんに対す
る印象や予防・早期発見、
治療法・病院等の情報源、

害者や手話通訳士を対象
に、この手話動画を入れた
DVDを無償で提供するほ
か、ろう学校でのがん教育
の出前授業や、聴覚障害者
を対象としたがんセミナー
を企画している。問い合わ
せは、日本対がん協会・障
害者のがん対策推進プロジ
ェクトチーム（電話03−
5218−4771）へ。

十分だったりすることはあ
ってはならないのは言われ
るまでもないことだ。厚労
省は「禁煙」など、障害者
の生活習慣病対策の推進を
図っており、日本対がん協
会の従来の活動とも軌を一
にする。
　日本における身体障害者
は366万３千人。知的障害
者、精神障害者を合わせる
と741万１千人（障害者白
書2013年版）。うち聴覚・
言語障害者（18歳以上）
は34万３千人（同2012年
版）だが、障害者手帳の交
付されない難聴者を含める
と約600万人と言われる。

コン要約筆記を導入する。
　「がんちゃんの冒険」は
対がん協会が2011年６月
に発行したDVD。がん細
胞に見立てた「がんちゃ
ん」と、48歳独身男性の
「オッジさん」の暮らしぶ
りを17編のショートスト
ーリーで描く中で、がんの
基本的な知識をわかりやす
く説明し、がん検診の大切
さを訴えている（全編約

緩和ケアなどについて尋ね
た。この結果と障害者を対
象にした調査の結果を比較
し、障害者と健常者のがん
に対する意識や情報の差の
有無や、あるとすればどの
ような差があるのかなどを
分析する。
　がん検診に関しては、聴
覚障害者を対象に集団検診
や特定健診を実施している
自治体があるほか、対がん
協会グループでも、手話ア
ニメや文字、イラストによ
る動画で受診者に指示を伝
える聴覚障害者用の胃部X
線検診車を配備した支部が
ある。

ろう者劇団代表の米内山明
宏・手話文化村社長と、昭
和大学病院の薬剤師の早瀬
久美さんの協力で手話動画
を挿入。ショートストーリ
ーの合間に、そのテーマの
解説も入れた。本編の後に
「マンモグラフィ」や「セ
カンドオピニオン」などの
用語の説明も加えた。
　対がん協会では、聴覚障

　こうした対応はまだ一部
に限られているとみられ
る。対がん協会では、先進
地の実例を紹介しながら普
及を働きかけていく。
　障害者のがん対策は、
2011年に施行された改正
障害者基本法の趣旨に沿っ
た活動だ。
　「一人ひとりを大切にす
る社会」の構築を理念と
し、障害があるという理由
での差別の排除、情報のバ
リアフリー化が盛り込まれ
ている。
　障害があるという理由で
がん検診を受けられなかっ
たり、がん医療の説明が不

がんちゃんのアニメに合わせて手話で検診を呼びかける米内山明宏さん

アニメの途中で解説をする早瀬久美さん

日本対がん協会

20分）。
　希望に応じて中学校
などに無償で提供する
など、これまで約
２万５千枚を配布。朝
日新聞社とともに、
「ドクタービジット」の
出前授業を行っている。
　このDVDに、日本
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　若い世代にがんのことを
考えるきっかけにしてもら
おうと、日本対がん協会が
今年初めて開催した「がん
征圧ポスターデザインコン
テスト」には、工夫を凝ら
した作品が応募された。
　何も症状のないうちに受
けるのが検診――最優秀賞
の細田純平さん（多摩美術
大・院）の作品からは、が
ん検診のポイントがストレ
ートに伝わってくる。
　優秀賞の３作も、それぞ
れによく考えられている。
柳理沙さん（青山学院大）
の作品は、当たり前のよう
に、何気なく迎える毎日
が、実は当たり前ではない

育、朝日学生新聞社と一緒
に小学生とその親を対象に
開いているたばこのセミナ
ーとともに、このコンテス
トを大学生ががん啓発を考
える場として発展させたい
考えだ。

のでは、と思わせるコピー
が印象的だ。
　淵沢ゆなさん（武蔵野美
術大）、太田美咲さん（神
奈川大）はともに、がんの
治療成績のデータを効果的
にあしらい、今年度のがん
征圧スローガン「がん検診

　いつ受けるの？　今でし
ょ! !」と相まって、その
「検診」の大切さがひと目
で分かるデザインになって
いる。
　若い世代へのがん啓発に
力を入れる日本対がん協会
では、中高生へのがん教

　「セカンドオピニオン」
という言葉はよく聞きます
し、これまでもお話しして
きました。今回はもう一
度、その意味を考えてみた
いと思います。
　といいますのは、日々の
相談の中で、本当に理解さ
れているのだろうか、と感
じることがあるからです。
言葉だけが一人歩きしてい
る印象を受けるのです。
　セカンドオピニオンは、
治療方法や方針を決める時
に、「第二の意見」として
担当医とは別の医療機関の
医師に意見を聞くことをい
います。
　がんと診断された時、担
当医から病状や提示された
治療についてよく話を聞く
ことが大切なことは言うま

すから「内緒で」というわ
けにはいきません。
　セカンドオピニオンを説
明する医師はその資料をも
とに話をします。それがな
ければ具体的な意見を聞く
ことができなかったり、セ
カンドオピニオン自体受け
られなかったりする場合も
あります。担当医とはその
後も相談しながら治療を考
えていきますので、正直に
希望を伝え、資料を用意し
てもらいましょう。
　もちろん、セカンドオピ
ニオンは「受けなければな
らないもの」ではありませ
ん。担当医の提示する治療
に納得していれば不要で
す。いずれにしても、欠か
せないのは、担当医との信
頼関係なのです。

でもありません。でも、そ
の治療法が本当に最善なの
か、別の治療法があるので
はないか、と感じたり、ど
うも納得がいかないと思っ
たりすることだってあるで
しょう。
　そんな時に、別の医師の
意見を聞く――つまり「自
分が納得した最善の治療を
選択するための助け」がセ
カンドオピニオンなので
す。転院とか、セカンドオ
ピニオンを求めにいった
「その病院」で検査や治療
をしてもらうことではない
のです。
　相談の中には「担当医と
相性が悪いため、転院でき
ると思って」セカンドオピ
ニオンを受けに行ったのに
転院できなかったと落胆

し、治療に前向きになれな
くなったというケースもあ
ります。セカンドオピニオ
ンへの誤解から、がんに立
ち向かう気力が萎えたとい
うのです。
　これではいくら最善の治
療が示されていても、最善
の結果を期待するのが難し
くなりかねません。
　セカンドオピニオンを聞
いたら担当医に報告し、再
度今後のことを話し合う―
―これが本来のセカンドオ
ピニオンの流れです。
　担当医への遠慮や関係が
悪くなることを心配して、
内緒で、と考える方は多い
のですが、セカンドオピニ
オンには担当医からの紹介
状（診療情報提供書）や検査
データなどが必要になりま

「がん相談ホットライン」より⑭セカンドオピニオンの「本当の役割」

柳
理
沙
さ
ん
の
作
品

太
田
美
咲
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淵
沢
ゆ
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さ
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の
作
品

若い世代が「がん」を考えるきっかけに
―― がん征圧ポスターデザインコンテスト ――　
若い世代が「がん」を考えるきっかけに

―― がん征圧ポスターデザインコンテスト ――　
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　私は半年間、がん研有明
病院（東京都江東区）の消
化器外科大腸グループで勉
強させていただきました。
大腸がんの罹患率が増加す
る中で、患者さんへの負担
の少ない（低侵襲）腹腔鏡
下手術が普及しています。
がん研有明病院では最初に

　私が１年間の研修を受け
た愛知県がんセンターは、
日本有数の超音波内視鏡検
査症例数を誇り、超音波内
視鏡を用いた生検（EUS-
FNA）や治療も盛んに行
われています。
　超音波内視鏡検査は、通
常の超音波検査では見えに
くいお腹の深いところにあ

している施設であり、その
試験を通してエビデンスが
確立されていく過程を身近
に感じることで、視野が広
がったと思います。
　年齢が比較的近いレジデ
ントの先生も多く、日常診
療に加え、高いモチベーシ
ョンをもって論文作成や学
会発表を行っている姿はと
ても刺激になりました。
　短い間でしたが、ご多忙
の中ご指導していただいた
スタッフの先生方、そして
レジデントの先生方大変あ
りがとうございました。
　地元の病院でも、腹腔鏡
下手術に携わる機会が増え
てきました。研修で学んだ
事を日常診療に生かして、
質の高い医療を目指してい
きたいと思います。

か？
　膵臓手術の場合、膵臓だ
けでなく、周囲の臓器も丸
ごと切り取ります。生活の
質が著しく低下することを
思えばリスクが高すぎます。
　私がまとめたデータによ
りますと、これまで同セン
ターで膵臓腫瘍に対して行
われた1073例のEUS-FNA
のうち、複数回行われた症
例は29例あり、そのうち
14例が悪性と診断され、治
療することができました。
862例の悪性症例全体から
みれば14例はわずか1.6%
ですが、個々の患者さんが
得られたベネフィットは計
り知れないと思います。
　こうした研究の積み重ね
で科学的な根拠に基づく医
療の実現につながるという
ことを実感しました。

できた（初発）大腸がんの
90％以上を腹腔鏡下手術
で行っています。その洗練
された手術手技を習得した
いと思い、同病院での研修
を希望しました。
　同病院での大腸がんの腹
腔鏡下手術は年に約900
件。私は半年で200件ほど
の手術に携わりました。腹
腔鏡下手術は、術者、助
手、スコピストの３人の協
調運動で成り立ちますが、
がん研有明病院での手術は
まさしく「阿吽（あうん）の
呼吸」で進行していきます。
　無駄がなく、流麗に、か
つ繊細に進んでいく手術は

る臓器（膵臓・胆道など）
を細かく描出することがで
きる検査です。同センター
では、超音波内視鏡検査を
用いて、臓器を連続して隈
なく観察する体系だった観
察法が確立されています。
　EUS-FNAの検査件数で
も日本有数の施設です。胃
や十二指腸から針を刺して
膵臓などの組織を取る検査
ですが、開腹しないと採取
できなかった膵臓組織検査
に比べると、低侵襲、つまり
患者さんへの負担が少ない
検査です。
　食道・胃・十二指腸など
の上部消化管から、肝臓や
膵臓、リンパ節などの組織

美しい。その根底には、手
術の定型化と携わる人たち
の努力があり、理想の形が
共有できているところにあ
ると思います。この時間を
共有できたことは自分のス
キルアップにつながったと
思います。
　大腸がん治療は手術、化
学療法、放射線治療と実に
多様化してきています。週
１回、大腸外科、肝胆膵外
科、胸部外科、内科、化学
療法科、放射線科との合同
カンファレンスがあり、一
つひとつの症例に対して熱
心に議論が行われておりま
す。各専門家の最新の意見
を聞くことができ、治療に
対する考え方や選択方法を
学ぶ事ができました。ま
た、数々の臨床試験に参加

を検査できるだけでなく、
下部消化管（直腸）からも
骨盤内の腫瘤などを穿刺す
ることが可能です。
　私に与えられた研究テー
マは、EUS-FNAを複数回
行うことにより正診率がど
れほど向上するか、です。
　膵臓腫瘍の場合、１回の
EUS-FNAでも90%以上の
正診率が得られますが、１
回目の組織検査で良性と診
断されたものの画像上はど
うも悪性の可能性が高い場
合、あるいは悪性の可能性
が否定できない場合があり
ます。
　悪性の場合にそのまま放
置しておくと、取り返しの
つかないことになってしま
います。悪性の可能性が否
定できないからといって手
術すればよいのでしょう

流麗な腹腔鏡下手術

奨　学　医　レ　ポ　ー　ト

市立宇和島病院（愛媛県） 外科
岡田 倫明

90％以上の正診率めざし超音波内視鏡の研鑽
愛知県がんセンター 中央病院 消化器内科

坂口 将文
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　今年４月までの１年間、
私はがん研有明病院（東京
都江東区）で週１回研修さ
せていただきました。
　内容は、①術前カンファ
レンスへの参加②手術への
参加（主に第二助手とし
て）③病院内での勉強会へ
の参加でした。
　術前のカンファレンスで
は、患者さんがどのような

　私は平成19年に秋田大
学医学部を卒業し、秋田大
学附属病院などで研修医と
して勤務。平成24年４月
より愛知県がんセンターで
６年目の研修を開始しまし
た。
　緩和ケア病棟のある病院
も勤務したので、がん患者

で大事なポイントも、その
都度、教えていただきまし
た。今まで自分が行ってき
た手術と比較することでい
ろいろ頭の中が整理されま
した。出血が多くなったと
きの対処の仕方も学ぶこと
ができました。
　病院内での学習会にはあ
まり参加できなかったので
すが、外来に通っている患
者さんが病気の講義だけで
なく、ヨガなどの講習を受
けたり、医師とざっくばら
んに話し合ったりしている
姿がとても心に残りました。
　１年間と短い間でした
が、手術だけでなく、患者
さんへの関わりかたも垣間
見ることができた研修は非
常に有意義でした。奨学医
として研修できたことに深
く感謝しています。

ナージ術も多く経験しまし
たが、超音波内視鏡下胆管
十二指腸吻合術など限られ
た施設でしか行われていな
い治療の見学、介助も担当
させていただきました。
　抗がん剤治療では、一般
病院ではあまり経験できな
い臨床試験や治験に関わる
ことができ、抗がん剤など
が承認され、保険適用とな
るまでの流れを勉強するこ
とができました。
　短い期間ではありました
が、たくさんの症例、検
査、治療を経験することが
でき、大変充実した研修で
した。今後もこの経験を活
かし、より多くの患者さん
の役に立てるよう、日々精
進して参りたいと思います。

症状や、どのような経過で
受診し、治療法が選択さ
れ、治療が行われるのか―
―ということを時系列で知
ることができました。
　私の勤めている病院で
は、悪性腫瘍の治療を行っ
ていません。検診などで早
期に発見して専門病院に紹
介する立場です。
　がん研有明病院でのカン
ファレンスは、早期発見の
重要性や見逃してはいけな
い症状について、改めて振
り返る機会となりました。
たくさん画像を示されたこ
とで画像診断の力もついた
ように思えます。
　カンファレンスでは、医

さんも担当しましたが、同
センターでは当然のことな
がら、ほぼ全てががん患者
さんであり、自分の診断能
力や技術の未熟さゆえに迷
惑をかけはしないかと緊張
しました。しかし、スタッ
フの先生方の指導や、コメ
ディカルの方々のご協力の
おかげで徐々に慣れ、充実
した研修期間を送ることが
できました。
　研修では、内視鏡診断や
治療、抗がん剤治療を含め
た内科的な治療を勉強させ
ていただきました。
　内視鏡診断は、消化管が
んでは拡大観察を中心にが

師が治療方針に対して様々
な意見を出し合って議論し
たり、多くの診療科・職種
の方々と患者さんの容体や
治療の情報を共有し合った
りしてその患者さんに適し
た治療法が選択されていく
様子がうかがえ、診療が丁
寧に進められているという
印象を受けました。
　家族性乳がん・卵巣がん
の診断・治療で、卵巣の予
防切除を選択する方の話を
うかがうことを含めて多く
のことを学ぶとともに、最
先端の研究にふれることが
でき刺激的でした。
　手術には第２助手として
参加させていただきました
が、悪性腫瘍の手術自体を
見たことがほとんどなかっ
たため、解剖の勉強から入
りました。手術を進める上

んの範囲診断や深達度診断
の勉強をしました。とくに
同センターでは一般病院と
比べて食道がん患者と膵が
ん患者が多く、食道がん患
者の内視鏡観察、膵がん患
者の超音波内視鏡診断を多
数経験しました。
　内視鏡的逆行性胆膵管造
影検査の件数も多く、とく
に手術可能な胆管がんの範
囲診断における詳細な評価
は、術式に大きく影響する
ために大変重要であること
が良く理解できました。
　内視鏡的治療では、食
道、胃、大腸の内視鏡的粘
膜下層剥離術の見学、介
助、とくに早期胃がんでは
術者として経験させていた
だきました。悪性胆道狭窄
に対する内視鏡的胆道ドレ

奨　学　医　レ　ポ　ー　ト
早期発見の重要性　再確認

船橋二和病院（千葉県）　　産婦人科
鎌田 美保

先端的な検査・治療を数多く経験
愛知県がんセンター 中央病院 消化器内科

関根 匡成
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〜「受け身」から「参加型」に〜

世界のリレーにつながるフェイスブック
日本対がん協会のチームが情報発信

　アメリカ対がん協会と日
本対がん協会が今後の日本
でのリレーのあり方につい
て話し合う検討会が７月
16日から３日間の日程で
東京・有楽町で開かれた。
アメリカから２人のトレー
ナーが参加し、日本側の担
当者らに「RF Lの目的
“Save	 Lives” を達成する
ための寄付について明確に
説明し、理解と信頼を得る
ことが必要」とアドバイス
した。
　アメリカから参加したの
はアイリス・ペンダーガス
トさんとジュリー・ブリッ
クナーさん。日本側から
は、田渕勝雄・日本対がん
協会チーフ・ディレクタ
ー、岡本宏之・同チーフ・

　フランスからは巨大なル
ミナリエのように夜空に浮
かぶエッフェル塔の優美な
姿が届き、アメリカからは
紫にライトアップされたナ
イアガラ瀑布の勇壮なさま
が飛び込んでくる――。
　リレー・フォー・ライフ
（RFL）の「フェイスブック」
で紹介している世界各地の
イベントの一コマです。
　６月にはアメリカの聴覚
障害者の大学で今年初めて
開かれたリレーを動画で紹
介したところ、手話で懸命
に思いを伝える学生たちの
姿に、「It's	 so	 impressed!
（とっても感動的）」「日本で
も、聴覚障害者の方々に

各国で活用されているトレ
ーニング資料。年間計画や
自分の想いを書き込みなが
ら進める参加型になってい
るのが特徴で、「誰かが何
かを始めてくれるのを待
つ」受け身の傾向がある日
本でのリレーの状況の改善
につながると期待された。
　ACS側は「がんになっ
たらその後何年も患者や家
族はがんと向き合い続け
る。ゆえにRFLも毎年続
ける意義がある」と指摘。
同席した日本のリレーの委
員は「何をしなければなら
ないかだけでなく、何故や
らなければならないかの気
付きを与えてくれた」と話
していた。

親しまれるページに育てて
いきたいと考えています。
　RFLジャパンのページ
の記事を見るように登録し
ていれば、手軽に世界各地
の情報を閲覧してコメント
を書き込めます。RFLジ
ャパンのフェイスブックか
ら世界のリレーをのぞいて
みませんか。

プロデューサーらのほか、
リレー委員会の郷州葉子さ
んらも加わった。
　日本でのリレーは2006
年に茨城県つくば市で試行
的に始まって以降、日本対
がん協会ががんサバイバー
やケアギバー、支援者らで
つくる実行委員会と一緒に
開く形で各地に広がり、今
年は昨年より５カ所増えて
41カ所が予定されている。
　その目的である寄付に関
して、昨年は横浜・山下公

集めたり、日本各地の
RFLの写真を投稿したり
して、さまざまな話題を提
供しています。ネットの世
界に国境はありません。
「Save	 Lives」の願いも世
界共通です。
　「日本のリレーしか知ら
なかったけど、フェイスブ
ックを通すと自分のやって

園でのリレーという飛びぬ
けたイベントがあったから
こそ、順調に増えているよ
うに見えるが、そこを除く
と、ACS側が考える寄付
のあり方とは落差がある。
　こうした現状を踏まえ
て、日本でのリレーの最も
大きな課題として田渕ディ
レクターが「RFLの趣旨
への理解にバラつきがある
こと」を挙げた。その解決
のヒントになりそうなの
が、新たにリレーを始めた

催までの裏舞台も知りたい
ですね」とさらに期待を強
めています。
　アメリカ対がん協会のフ
ェイスブックページのファ
ンは27万人。日本では１万
人のファン獲得が当面の目
標ですが、数字にこだわる
だけではなく、「日々の生
活に潤いを」を合言葉に、

フェイスブックでは世界各地の
リレーの様子が紹介される

アメリカ対がん協会と日本対がん協会・リレー委員会
リレー・フォー・ライフ・ジャパンの拡大に向けて検討会

RFLが広がると良いです
ね」などと感想が寄せられ
ました。
　日本対がん協会のRFL
チームは、ボランティアの
方々の協力を得て、ファイ
スブックによる情報発信を
本格化させました。
　ほぼ毎日、海外の情報を

いる活動が世界中に
つながっていると実
感できる」こう話す
愛知・岡崎実行委員
長の山口史依さん
（48）はすっかりフ
ァイスブックに魅せ
られ、これからは
「各国のリレーの開

ア
メ
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カ
か
ら
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人
の
ト
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を
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対
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当
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　このコンテストは、がん
になっても自分らしく生き
られる社会の実現を目指
し、がんと告知された時の
不安、がんと共生していく
決意、そしてがんの経験を
通して変化した自分の生き
方などを、絵画と写真で表
現しようと、日本イーライ
リリー株式会社が主催し、
日本対がん協会などが後援
している。
　３回目を数える今年は、
絵画部門54点、写真部門
72点の計126点の応募があ
り、専門家やがん体験者ら
でつくる審査委員会が審
査。最優秀賞各１作品、優
秀賞各２作品、入選作各３
作品が選ばれた。

通してうかがえた」と講
評。写真家の荒多惠子さん
は「自身のがん体験を基に
受賞者の心の葛藤が伝わっ
て来て、思わず涙が出てし
まった」と感想を述べた。
　コンテストの受賞作品は
各地の病院で巡回展覧され
ている。これまで回った病
院は60カ所以上にのぼる。
多くのがん患者さんたちの
共感を得ている。
　日本イーライリリーで
は、がんサバイバーのみ
なさんに「がんと生きる、
わたしの物語」を共有して
もらう計画で、作品も順次
増やしていきたい、とい
う。

　応募作には、がんと告知
されたときや闘病中の心情
などをつづったエッセイが
添えられている。
　胃がんを体験し、前立腺
がんを治療中の戸田さんは
仕事を離れてから油絵を始
めた。
　エッセイには、その交流
の中でもらった「人の温か
さを知り、前に進む大きな
力」のことや、「自分がで
きることで周囲の人たちに
元気を与え、喜んでもらえ
ることをやっていきたい」
という願いをつづった。
　赤岸さんは、若くしてが
んを２回患った夫と、幾多
の「試練」を乗り越えて築
いてきた家庭を振り返りつ

つ、「大海原に旅立つ帆船、
人生の大海原に旅立つ私
達、そして私達のキャプテ
ンとなる長女」の一瞬を携
帯電話の画面におさめた。
　「天に向けて手を伸ばし
ている長女に逞しさを感
じ、そして私達の未来」を
重ねたという、そのエッセ
イには家族への温かいまな
ざしがあふれている。
　神戸市のホテルオークラ
神戸で５月17日に開催さ
れた受賞式で、審査を担当
したエッセイストの岸本葉
子さんが「作者が抱いてい
る希望と不安の入り組んだ
複雑な感情を受け止め、そ
れをどのように乗り越えて
いったかが受賞作品には共

最優秀賞に神奈川県の戸田さん（絵画部門）と山口県の赤岸さん（写真部門）

第
３
回

「リリー・オンコロジー・オン・キャンバス
　　  　　〜がんと生きる、わたしの物語」

戸
田
泰
生
さ
ん
の
「
牛
が
つ
な
ぐ
三
世
代
」

赤
岸
み
ど
り
さ
ん
の
「
大
海
原
へ
の
出
発
」

　がんになっても自分らしく生きることを絵画
や写真で表現するコンテスト「リリー・オンコ
ロジー・オン・キャンバス～がんと生きる、わ
たしの物語」の今年の最優秀賞が決まった。絵
画部門は神奈川県在住の戸田泰生さん（76歳）

の「牛がつなぐ三世代」、写真部門は山口県在
住の赤岸みどりさん（42歳）の「大海原への
出発」。がんとともに生きることの不安や希望、
葛藤……そして乗り越えていく強さが表現され
たことが評価された。

−絵画・写真コンテスト−
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　がん征圧月間・９月の中
核的な行事である「がん征
圧全国大会」を９月13日、
札幌市の「さっぽろ芸術文
化の館」（ニトリ文化ホー
ル）で開きます。今年度の
テーマは「若い力、いのち
輝け、北斗の指針」です。
若い力を結集し、がん征圧
を図ろうと、北の大地から
全国に呼びかけることにし
ています。
　今年の特徴は、「若い世
代」を意識したテーマにし
たことです。がん教育に代
表されるように、思春期か
ら、がんのこと、いのちの
ことを考える重要性が認識
されてきています。今年の
テーマ選択には、その流れ
を一気に定着させるきっか
けにしようという狙いを込
めています。

　日本対がん協会と北海道
対がん協会（日本対がん協
会北海道支部）では、がん
征圧全国大会（９月13日）
前日の９月12日に、乳が
ん検診をテーマにした大会
記念シンポジウムを開きま
す。日本対がん協会では、
新たな手法の導入が模索さ
れるがん検診について、科
学的根拠に基づいて検討を
進めています。
　今回は乳がん検診の手法
に加えて低迷する受診率の
向上をめざす方法など、会
場を含めて幅広く議論した
いと考えています。

まもる地域団体連合会が後
援、朝日新聞社が特別後援
します。

検診現場での対応は異なる
ことも考えられます。シン
ポジウムでは、こうした面
からも議論を深めたいと考
えています。
　指針では、検診の対象は
40歳から、とされていま
すが、近年は30代後半で
乳がんが見つかる人が非常
に増えています。家族性乳
がんについても、米人気俳
優アンジェリーナ・ジョリー
さんの「予防切除公表」を
機に関心が高まっています。
　こうした点についても時
間の許す限り、意見を交わ
す予定です。

　その一環として、大学生
や看護学校生らを招いた
「特別講義」を開催できな
いか、検討を重ねています。
　記念講演では、昨年に引
き続いて日本対がん協会ほ
ほえみ大使のアグネス・チ
ャンさんが話す予定です。
タイトルは「明るくさわや
かに生きる～アグネスが見
つめた命」。アグネスさん
は世界を回って、貧困の
中、戦禍の中……様々な子
どもたちと触れ合っていま
す。そんな体験から感じた
「いのち」について、自身
の乳がん体験と重ね合わせ
て語ってもらいます。
　大会では、長年にわたっ
てがん征圧活動に貢献のあ
った個人や団体を顕彰する
「日本対がん協会賞」、その
特別賞である「朝日がん大

　キーワードの一つは「視
触診」です。住民検診（対
策型検診）として行う乳が
ん検診について、国の指針
では、マンモグラフィ検査
とともに視触診、問診が標
準とされています。厚労省
のがん検診に関する検討会
の中間報告（2007年）では、
「原則としてマンモグラフ
ィ」で、視触診は「マンモ
グラフィが普及するまで当
分の間」と位置付けていま
す。現在の指針は、この中
間報告を受けたものです。
　医師による視触診に関し
て、「視触診だけの検診」

会、北海道新聞社、HTB
北海道テレビ、北海道健康
づくり財団、北海道健康を

は「勧められない」とする
のが、日本乳癌学会のガイ
ドラインです。その乳癌学
会の学術総会では、「視触
診を外すと、特に40代に
おいて乳がんを見落とす恐
れがある」と指摘されまし
た。
　医師不足の中、乳腺専門
医が全国津々浦々で乳がん
検診を実施するのは難しい
のが現状です。視触診を外
す自治体も増えてきていま
す。
　「視触診」をどう位置付
けるか、議論が欠かせませ
ん。学術的な面と、実施の

「若い力、いのち輝け、北斗の指針」

今年のテーマは「乳がん検診」

がん征圧全国大会のチラシは「若い世代」を強く意
識するとともに、北海道らしさを強調しています

賞」の受賞者
を称えるほ
か、日本対が
ん協会グルー
プ支部・提携
団体の永年勤
続者を表彰し
ます。
　がん征圧全
国大会は日本
対がん協会、
北海道対がん
協会（日本対
がん協会北海
道支部）が主
催し、厚生労
働省、日本医
師会、北海
道、札幌市、
北海道医師

全国大会記念
シンポジウム

がん征圧全国大会　札幌市で9月13日に


