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主な内容

３面 巡回セミナー 和歌山で
４〜５面 アグネスが聞く⑨
稲葉一人・中京大法科大
学院教授
６面 首都圏の学生たちが子宮頸が
んを学ぶ
７面 盛大にピンクリボンフェス
ティバル

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/

今年の開催は２けた台に各地で多くの人が参加
リレー・フォー・ライフ2009
の別なく体をむしばむがん
に負けないように、参加者
たちはチームを作って24
時間、タスキをつなぎなが
ら交代で歩き続ける。米国
から導入されて2006年に
初めて国内で開催されて以
来徐々に広がり、今年度は
14カ所になった（来年３
月に沖縄で予定）
。
福岡では初のリレーが３
〜４日に福岡市の海の中道
公園で開かれた。参加した
約２千人は、博多の街並み
を一望しながら、海辺に
ある池を回るコースを交

がんホットライン

月〜金 午前10時〜午後4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〜金曜の午前10
時から午後４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。

代してめぐった。
寸劇あり歌あり。
様々なイベントに
は検診の大切さな
どのメッセージが
随所に織り込ま
れ、がん撲滅への
道を考えさせられ
るイベントになっ
た。
中部地区で初めて、岐阜
市の岐阜大学のグラウンド
で10〜11日に開催された
リレーには延べ２千300人
が集まった。舞台での音楽
演奏を聞きながら共通の話
題を語り合い、チームテン
トでは参加者同士の新たな
きずなが生まれた。
昨年に続いて２回目にな
る徳島と高知も中部と同じ
日程での開催になった。
日本対がん協会の「ほほ
えみ大使」アグネス・チャ
ンさんは岐阜を訪問した後
に予告なしに空路高知入り
して会場へ。グラウンドを

秋空の下で開催されたリレー・
フォー・ライフ＝福岡市

元気いっぱい、笑顔で歩く参加者に子ど
もたちも拍手を送った＝大分市

「リレー・フォー・ライ
フ2009」は10月に福岡、
岐阜、徳島、高知、大分各
地で開かれ、患者・家族へ
の支援の輪を広げる様々な
取り組みが行われた。これ
で年内に計画された13カ
所はすべて終えた。患者・
家族をサポートし、がんに
負けない社会をつくるため
の募金を募るのが目的なが
ら、患者・家族や支援者ら
の交流も自然と育まれ、各
地で笑顔が目立った。
（２、
８面に関連記事）
このイベントでは、昼夜

歩き始めたアグネスさんに
気づいた参加者は相次いで
駆け寄り、周りを囲んで語
り合いながら歩いていた。
大分は昨年に続いて２回
目。今回は日本文理大学の
グラウンドを会場に、17
〜18日に開かれた。
実行委員会のメンバーら
はこの一年、月に１回の割
合で開催する患者サロンで
リレーの準備も入念に行っ
てきた。当日は大学祭にあ
わせたこともあって、医療
専門学校の学生らも加わ
り、参加は計62チーム約
４千500人にのぼった。

（）

（第三種郵便物認可）

対 が ん 協 会 報	2009年11月1日

広がる支部との連携、医療者と患者のつながり

ボランティアの力
リレー・フォー・ライフ
の原点は、より多くの人に
がんへの関心を深めてもら
い、
「がん死」を減らすこ
とだ。各地の実行委は、早
期発見のための検診の大切
さをいかに訴えていくか、
病気に見舞われながらも前
向きに生きる人々にどんな
手助けができるか、といっ
た企画を数多く設けた。
今年度は、ボランティア
の大きな力が発揮された年
だった。
全国の実行委員会に呼び
かけ、検診、悩みに答える
メッセージの言葉を集め

た。
そのうちから、１人のボ
ランティアが300種類にの
ぼる啓発サインを６セット
作製。コース脇に立てられ
るように支柱をつけた。
「心配しないで、あなた
は一人ではない」
「リレーで
がんを学びましょう」
「検診
は貴方や家族を大きく変え
る」
……各会場で、啓発サ
インが訴える言葉をかみし
めるように、参加者たちは
歩を刻んだ。
福岡会場では、支部の
ボランティア10人ほどが、
時代劇風、現代劇風の寸劇
を披露。ユーモアをまじえ
ながら、検診の大切さや悩
む人の声に耳を傾けようと
訴えた。チラシの手渡しだ
けでない新たな試みは大い
に参考になる挑戦だった。
支部の参画
リレー・フォー・ライフ
発祥地のアメリカでは、中
学校の校区単位の小さな地
域でみんなが集って歩き、
つながり、楽しみ、寄付を
する。決して無理はしな
い。一年近くをかけて10
人ほどのチームをつくり資
金工面、企画、運営、出演
交渉などを行う。
対がん協会の支部も、検
診車をだした啓発や会場で
の説明など積極的に参加す
る機運が高まっている。
ヘリカルＣＴ検診車を出
して肺がん検診と啓発を
行った沖縄（３月）、検診
車とともに患者支援のため
10人を超す職場メンバーを
送り込んだ北海道
（８月）、
広島、
横浜、埼玉、
宮城（９
月）
や福岡、
徳島、大分など

の前向き
な取り組
みが目立
った。計
画段階か
ら積極的
に実行委
員会と歩
みをとも
にして実
施を手助
けする支
部も増
え、ボランティアの実行委
員会から喜ばれた。
行政の関心も強まってき
た。大分では個人参加の形
で県職員が事務局長を務め
た。静岡、芦屋、埼玉、神
奈川、高知、岐阜などでは
行政や議員有志のチームも
参加した。グラウンドの提
供なども目立つ。ずらりと
張られたチームテントの多
くは学校や町内会が無償で
貸し出した。深夜まで続く
車座の懇談の場になった。
朝方まで時間を決めて歩
き続けた参加チームも増え
るなど、理念が徐々に浸透
する気配を感じた。
全体的に医療者の講演や
討論形式の舞台が増え、緩
和ケアや訪問看護、在宅支
援への理解が進んだ。医
療、行政、患者・家族、支
援者たちが一緒に懇談する
姿があちこちで見えた。九
州がんセンターの自然や環
境をテーマにした動画、写
真展、製薬会社が発信した
大腸の模型も登場したほ
か、徳島では告知をめぐり
医師と家族がテント内で真
剣な質疑を繰り広げた。
静岡、岐阜、高知を訪れ
た対がん協会の「ほほえみ

啓発テン ト で 乳 が ん の 説 明 を す る 技 師
＝徳島県 小 松 島 市

リレー・フォー・ライフ
は、各地のボランティアら
で作る実行委員会と日本対
がん協会が一緒になって開
いている。サバイバーを大
切に▽誰かがオーバーナイ
トで歩く▽過去、現在、未
来をつなぐルミナリエを実
施する、といった国際基準
を守ってがん征圧を社会に
訴え、そのための寄付を募
る。４年後に全国50カ所
での開催をめざしている。
今年度は14カ所と昨年
度から倍増。自身はさほ
ど病気と関係が深くない若
者や家族連れの参加が増え
た。一方で、本来の目的で
ある啓発の充実、趣旨の理
解を深めるための工夫な
ど、課題も多い。がん検診
の受診率が伸びない中、リ
レー・フォー・ライフとい
う舞台で、対がん協会の本
部と支部が一緒になった、
より強力な啓発をどのよう
に考えていくのか、態勢整
備が急がれている。

課題は啓発

大使」アグネス・チャンさ
んは、２年前の芦屋に参加
したことをきっかけに、自
身のがんを見つけた。自ら
の体験からアグネスさんは
早期発見・検診の大切さを
参加者に訴えた。
理念も浸透
リレー・フォー・ライフ
は寄付を目的にしたプログ
ラムでもある。実行委や参
加チームを中心に開催日ま
でに寄付を募るのが基本だ
が、会場で当日に寄せられ
る寄付も増え、１会場あた
り数十万円から二百数十万
円にのぼる。
2006年に茨城県つくば
市で初めて開催された当時
は、寄付文化になじみが薄
い日本に根付くか、夜を徹
してのウオークが受け入れ
られるか、心配もあった。
しかし徐々に理解が深ま
り、今年の参加者は昨年の
１万２千人を大きく上回り
そうだ。対がん協会は、数
を競うのではなく、地域で
小規模でも、しかしがん征
圧を願う気持ちを明確にし
て参加するというプログラ
ムの理念をいっそう浸透さ
せる活動に全力を挙げる。
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「がんにならない生活」
「最新の治療法」を280人が傾聴
がん征圧月間期間中の
９月11日、全国巡回がん
セミナーが和歌山市の和歌
山東急インで開かれた。が
ん征圧全国大会にあわせた
開催で、約280人が専門医
らの講演に耳を傾けた。日
本対がん協会と和歌山県民
総合健診センター、和歌山
放送、ニュース和歌山が主
催し、アフラックが協賛し
た。今年の巡回セミナーは
３月の熊本市、６月の松山
市に続いて３回目。
辻岡健志・和歌山県民総
合健診センター専務理事の
挨拶に続いて、対がん協会
の「ほほえみ大使」アグネ
ス・チャンさんが乳がん体
験について話した。
普段から健康には人一倍
気を遣っていたのに乳がん
になったこと、手術をした
10月１日はピンクリボン
の日だったと後で知ったこ
と−などをときにユーモ
アをまじえて語った。
ホルモン治療で顔がはれ
たり湿疹が出たりしてコン
サート活動などで苦労した
経験もあるが、
「いまこう
して元気に活動できるのも
早期発見のおかげです。一
人でも多く私のような人が
いれば日本のがん死亡率が
下がると思います。でも日
本の女性のがん検診の受診
率はとても低い。皆さん必
ず検診に行ってください」
と訴え、がん征圧運動推進
のテーマソング「この良き
日に」を歌い、温かい拍手
を受けていた。
次に対がん協会の垣添忠
生会長が「わが国のがん対
策に占める検診の重要性」

全国巡回セミナー in 和歌山

をテーマに講演した。
「がんの主な原因は、た
ばこや食事など生活習慣や
環境です。たばこには極め
て高い発がん物質が含まれ
ています。たばこを吸わな
い、吸っていたらやめる。
とくに若い人の喫煙率を抑
える必要がある」と強く訴
えた。
国の「がん対策推進基本
計画」に、がん検診の受診
率を50％にする数値目標
が掲げられていることを紹
介。
「がんは早く見つかれ
ば、早く社会復帰できる。
進行がんであっても治療法
は進歩している。精度の高
い検診、また信頼できる情
報と正しい判断が大切だ」
と述べた。
和歌山県立医科大学の尾
浦正二准教授は、乳がん検
診に関する和歌山県の現状

◆

を報告した。また失敗しな
いための乳がん検診の条件
や最新の薬を含めた治療薬
について解説した。
最後に咽頭がんで声帯を
失った「たばこ問題を考え
る会・和歌山」の畑中孝之
代表世話人が、特殊な器具
を使って自らの体験を語っ
た。
「以前はたばこを１日に
50本前後吸っていた。96
年、がんと診断されコバル
ト治療を受けた。一度消え
たがんがその後大きくな

り、98年１月にがんの手
術をした」と話した。
さらに「声帯を失い、笑
い声を出すことも歌を歌う
こともできない。辛いこと
もたくさんある。しかし、
家族の愛、人の優しさに出
会うとき、生きていてよか
ったと思うことがたくさん
ある」と語り、会場にいる
がん患者らに「前を向いて
生きましょう」とエールを
送り、場内からは共感の大
きな拍手がわいた。

◆ アグネスさんに感謝状 ◆

日本対がん協会は、
「ほ
ほえみ大使」として協会の
活動を積極的に支援し、が
ん征圧活動に尽力している
歌手のアグネス・チャンさ
んに感謝状を贈った。
「がん
征圧には早期発見・早期治
療が一番。それを実現する
ため、がん検診の受診率を
まだまだ上げなければいけ
ないし、たばこ問題も大き
い。これからもいろいろな

場面で訴えて
いきたい」と
アグネスさん
は話してい
る。
垣添忠生会
長、箱島信一
理事長、塩見
知司事務局長がアグネスさ
んを訪問し、感謝状を手渡
した＝写真（左が垣添会
長、右が箱島理事長）
。
アグネスさんは自らの乳
がん体験から、対がん協会
の「ほほえみ大使」にな
り、早期発見・早期治療の
大切さを訴えている。体験
をもとに作詞作曲した「こ
の良き日に」を、
「がん征
圧運動」のテーマソングに

乳がん の 最 新 治 療 法 な ど を 紹 介 す
る尾浦 正 二 ・ 若 田 間 県 立 医 科 大 学
准教授 ＝ 和 歌 山 市

アグネスさんも講演

◆

提供しているほか、そのＣ
Ｄの売上の一部、体験をつ
づった「東京タワーがピン
クに染まった日 今を生き
る」の印税等も対がん協会
に寄付している。
リレー・フォー・ライフ
は毎年数カ所に参加して患
者・家族との交流を深めて
いる。今年９月のがん征圧
月間には和歌山市で開催さ
れた「がん征圧全国大会」
で講演したほか、10月の
乳がん月間にはピンクリボ
ン活動に積極的に参加。全
国各地からアグネスさんの
話を聞きたいという要望も
多く、スケジュールの許す
限りセミナーや講演会など
に参加している。

（）

（第三種郵便物認可）

がんとの闘い
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ほほえみ大使 アグネスが聞く⑨

「医師になった時の夢を忘れずに」稲葉一人・中京大学法科大学院教授

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。

－裁判官をなさってい
たそうですが、どうして辞
められたのですか。
「裁判では医療のことを
扱う場合が多いんです。医
療事故はもちろん、例えば
公害訴訟。ぜんそくで国に
道路の建設差し止めを求め
る場合も実は医療がメーン
テーマなのです。裁判官は
個別のケースは深く理解し
ても医療や医学全体は学ば
ない。少し勉強しようと大
学教員を経て京大大学院医
学系研究科に入りました」
－アメリカの友達で逆
のケースの人がいます。医
師でしたが、辞めて法律を
勉強し始めてその世界に入
ったんです。お互いにひか
れる部分があるのかなぁ？
「法律家の世界と医師の
世界はちょっと似ています
ね。ともに専門性が高いこ
ともありますが、法律家で
いうと相談に来る人、医師

でいうと患者さんからあま
り話を聞かない人が多い。
医師のことをちょっと斜め
から見て、法律家としての
自分をよく反省します」
－できたら生涯の中で
あまり法律家とも、お医者
さんともかかわりたくない
というのが本音です。かか
わるのは本当に困って自分
ではどうにもならない時な
んです。すごく尊敬してい
るけど、できたら遠くから
眺めるだけにしたい。
「知り合いにいて欲しい
けれど友達になって欲しく
ない。法律家のイメージを
聞くとよく言われますね」
－お医者さんもそうな
んですけど、恐れ多く、と
いう感じなんです。分から
ないことも聞いたら馬鹿に
思われるかなと思います。
「実は、弁護士さんに相
談をされた依頼者に尋ねた
調査でも、ほとんどの人が

そう思っている。こんなこ
とを先生に聞いたら馬鹿に
されるんじゃないかとか、
非常に敷居が高いとか。法
律家と依頼者の関係、医師
と患者さんの関係は非常に
似ていますね」
－アメリカでは無知は
恥じゃないんです。分から
ないなら聞く。恥じること
がない。でも日本では知ら
ないことがちょっと恥なん
です。私にもありますが、
分からないなあ、と思って
も「はい」
って分かった顔
をしてしまい、後悔する。
用語の問題もあります。私
の主治医は分かりやすく話
してくれますが、寛解と
か、私には分からない言葉
が多い。奏功率も、音楽に
関係するのかなって思いま
す。医師には普通の言葉な
んでしょうけれど。
「国立国語研究所が病院
の言葉を分かりやすくしよ
うと提案をしています。私
もメンバーでした」
－それはお医者さんの
ためですか。
「はい。日本でどんな医
学用語がたくさん使われて
いるか調査して、医師、法
律家、記者たちと議論しま
した。患者さんが誤解をし
ているのに医師がそれを理
解せずに説明を続けている
ということも珍しくない。
限られた語数ですが、それ
を本にまとめました」
－私にもありました。
浸潤。ずーっと分からなか
ったのですが、この間、や
っと聞いて分かりました。
「どういう時に聞かれた

のですか。診察中に？」
－私の乳がんは粘液が
んと言われていましたが、
放射線治療担当の先生がデ
ータをみて、やっぱり浸潤
がんだ、と独り言を言った
んです。
「粘液がんです」と
私が言うと「いえ浸潤がん
です」。
「はい」
って返事し
て、帰ってからインターネ
ットで調べたんです。
「その時は聞けずに？」
－恥ずかしいという
か、浸潤がんも知らないの
か、と。後で主治医に聞い
たら、ほんの一部が浸潤が
んになっていたけれど、粘
液がんで間違いない、と説
明してくれました。
「最初にそう聞いておけ
ば、インターネットで調べ
ることもなかった？」
－私はインターネット
で調べられるのでまだ良い
んですが、調べられなと、
ひっかかったまま過ごさな
ければいけない。
「医師は患者の気持ちが
分からないんですかね」
－分かろうとはしてい
ると思うんですが、患者さ
んを混乱させたくない、と
いう気持ちもあるんじゃな
いでしょうか。その患者さ
んに必要と思うインフォメ
ーションだけを提供する。
それでその人が前向きに闘
病できれば良くって、余計
な心配をかけたくないと思
っているように思えます。
「医師と議論するといつ
も、どうしてもっと丁寧に
説明しないんですかという
話になります。医師には、
アグネスさんが指摘された
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ように、患者さんを不安に
させたくないからという意
見が非常に強いですね」
－患者さんの知恵をも
う少し信じてほしい。子ど
もとかかわっていると分か
ります。子どもは言葉数も
少なく理解力もないと大人
は思っていますけど、一生
懸命説明すると、子どもも
分かります。患者も同じで
す。自分でいろいろ考えた
い。最終的には先生に任せ
るにしても、そこに至るプ
ロセスは体験したい。自分
で考え抜いたという気持ち
で結論を出したい。負担を
かけたくないという医師の
思いやりが患者に不安を植
え付けることになっている
ところはないでしょうか。
「患者さんに心配させた
くないと思って医師が情報
をコントロールすると、か
えって不安を招いてしまう
ということですね」
－人の一番いやな気持
ちは不安です。不安がどう
やって生まれるか。情報不
足です。情報があって結論
を出してしまえば、納得す
るか、安心するか、喜ぶか
悲しむか、はっきりしま
す。恋と一緒。大嫌いと言
われたら悲しい。でも再ス
タートを切れる。もし治ら
ないと分かったとしても、
それでも次がある。治らな
くても、みんな、死ぬまで
人生がある。分からないの
が一番いやなんです。中ぶ
らりになっているようで。
「正確な情報が提供され
ると喜びに変わるかもしれ
ないし、悲しみに変わるか
もしれないけれど、伝えら
れない時の不安感が一番つ
らいんでしょうね」
－情報も薬の一部、と
いう感じがします。患者同
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士のたわいない情報でも、
私たちはそれを得て喜ぶ、
という面がありますね。
「病院を訪ねることが多
いんですけど医療者も不安
を抱えている。これを説明
していなかったとか、こん
な見落としがあったとなる
と社会から責められ、すぐ
訴訟になるとか、すぐ警察
が来ると思っている医師も
います。背負っているもの
が大きいからすごく怖くな
って不安も大きくなる。そ
の不安を受け止めることも
医療者を支える一つだと思
って現場に出て行って不安
を聞くようにしています」
－医療者は何百人も、
何千人も患者さんかかえて
毎日生死の間を葛藤して、
救うことができれば嬉しい
でしょうけど、どうしても
救うことができずに目の前
で亡くなっていく患者さん
をみていなきゃいけない。
本当に大変だと思います。
「医療が元気になる、元
気になれば必ず患者さんに
かえってくる。そのために
はどうすればいいのか。い
ま、そういう活動をしてい
ます。医師が何げなく言っ
た言葉が患者・家族を傷つ
けるとか、患者・家族を励
ますとか、患者・家族の言
った言葉が医師を傷つけ
る、あるいは励ます、とい
うようなテーマで、患者さ
んや医療者30人ぐらいで
話し合ってもらう。励ます
つもりの思った言葉が患者
さんを励ましていなかった
り傷つけたりすることに気
づくんです。気づくと人は
コミュニケーションのあり
方を変えることができる」
－よく新聞で読みます
が、医師は増やした方が良
いんですか？

いなば・かずと

（第三種郵便物認可）
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1983年、裁判官任官。東京地裁判事

補、米連邦最高裁・連邦司法センター客員研究員などを経
て大阪地裁判事。2005年、京大大学院医学系研究科博士
課程後期単位取得後退学。厚労省医療安全対策検討ワーキ
ンググループの委員などを務めた。

「数を増やすだけではだ
めというのはみんな分かっ
ているでしょう。一定の専
門集団の中には非常に能力
の高いグループと、そうで
ないグループができる。法
律家も同じです。問題は、
最前線にいる人たちに、医
師になった時の思いが実現
できるんだ、という自信感
がなくなっている気がする
ことです。昔お医者さんに
なる時にこういう夢を持っ
ていたけれど、今はもう日
常業務をこなすだけになっ
てしまったという医師が増
えているように思えます」
「専門家になることは、
夢を忘れることなのかも知
れません。持ってはいても
意識に上らない。だから専
門家になることと夢を追い
求めることが、現場では両
立しない。本当は、夢を持
ち続けながら専門家になら
なきゃいけない。日本の医
学部の現状をみると残念な
がらそうじゃないかもしれ
ない」
－医療者は自分を大切
にしてほしい。身体的にも

精神的にも。そして夢を追
い続けてほしい。そういう
先生が患者さんに与えるも
のも多いんじゃないでしょ
うか。患者にとって毎日の
出会いが自分の人生の価値
なんです。最期の時にこの
先生と出会えてよかった、
と患者が思えるような先生
がたくさんいてほしい。俺
が太陽で俺が希望で俺がな
ぐさめで、そういうふうに
私たちはみたいんです。
「そう思われる医師って
幸せなんでしょうね。医師
を支えるのは患者だと思い
ます。お医者さんが本当に
やっていけると思うのは、
患者から支えられている、
と実感した時なんじゃない
かな。患者が医師を支える
ということが日本の医療か
らちょっと希薄になってい
るんじゃないでしょうか」
－求められているから
こそ存在価値が大きい。求
められすぎて大変、という
のは華なんですね。お医者
さんを元気にして下さい。
すごい感謝している患者さ
んたくさんいますから。

（）

（第三種郵便物認可）
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学生たちが作った子宮頸がん啓発冊子

日本対がん協会の子宮頸
鈴村さんや「結」の副代
がん啓発キャンペーンで、 表の臼井あかねさんらが活
首都圏の大学生たちが、医
動を始めた。自分たちが勉
師や子宮頸がん体験者にイ
強する過程で蓄積した情報
ンタビューしたり、実際に
を生かして、同じ世代に訴
検診を受けたりして勉強を
えかける冊子作りを計画し
重ねている。その活動を紹
た。
介する啓発冊子を自分たち
まずグローバルな視点か
で企画・取材・編集して作
ら日本の状況を知ろうと、
った。学生たちは「子宮頸
日赤北海道看護大学准教授
がんは自分たちの問題なん
で、北海道大大学院で各国
だと、友人同士、カップル
の子宮頸がん対策を研究し
同士で考えてほしい」と話
ている英国人のシャロン・
し、11月には学生集会を
ハンリさんを招いた。
開催して報告する。
「欧米では子宮頸がんの
この学生たちは、「学
検診受診率が７〜８割なの
生コミュニティ『結（ｙｕ
に日本では２割程度、し
ｉ）』」
（鈴村沙織代表）。慶
かも20代は数％しかない」
応、東洋、国学院、上智な 「子宮頸がんの原因ヒトパ
どの大学の学生が男女を問
ピローマウイルス（ＨＰ
わず参加している。
「ＬＩＬＹ
Ｖ）の感染を７〜８割の割
（リリー）
」というフリーペ
合で防ぐことが期待できる
ーパーを月に１回発行する
ワクチンが世界100以上で
学生たちも協力した。
使われている。英国や豪州
勉強を始めたのは６月に
など20カ国以上でワクチ
タレントの山田邦子さんを
ンの接種が12、３歳の女
招いて「乳がん体験」を聞
子を対象に勧められ、全額
いたのがきっかけだった。
もしくは一部公費で助成さ
自身の乳がん体験を語る
れている」
中で山田さんは「子宮頸が
「世界と日本にこれほど
んって、知ってる？ みん
の差があるなんて」。ハン
なのような若い世代に増え
リさんの講義は学生たちに
ているの。女の子の病気だ
大きなショックだった。英
と思っているかも知れない
国などでのキャンペーンの
けど、男の子も関係あるの
内容も教わった。
よ」などと問いかけた。
ＮＰＯ法人女性特有のガ
ンのサポートグルー
プ・オレンジティの河
村裕美さんには自身の
子宮頸がん体験を語っ
てもらった。
「告知は結婚して一
週間のことでした。真
っ先に頭に浮かんだの
は夫とのこと。好きだ
からそばにいちゃいけ
ない、離婚しなければ

…でも、夫
と夫の両親
は『一緒に
乗り越えよ
うよ』と言
ってくれま
した。ホッ
とする傍
ら、怖さと申し訳なさでい
っぱいでした」
病状はⅠｂ期。子宮に加
え卵巣も全摘、リンパ節も
取り除く手術を受けた。
「病気になったことで、
２人の子どもを産んで、そ
の２人が４人の子どもを、
さらにその４人が８人の子
どもを、という命のツリー
を止めてしまった。みなさ
んにはぜひ検診を受けても
らいたい。あなたが健康で
いることは社会に対する責
任でさえあるんです」
学生たちは目に涙をため
がら聴き入った。以前の講
義で子どもを残して亡くな
った女性の姿を見たのを思
い重ね、質問の言葉が途切
れる学生もいた。
その検診の実際を学ぼう
と、東京都中野区の「よし
の女性診療所」へ。吉野一
枝院長に、検診のことを教
わってから、何人かが受診
を体験した。男子学生も同
行し、女性がどうやって検
診を受けるのか、その時の
気持ちを少しでも分かろう
と、内診台に乗ってみた。
さらに自治医科大学さい
たま医療センターの今野良
教授（産婦人科）を訪問。
がんになる前の前がん病
変（異形成）で見つければ
もちろん、がんになっても
ごく早期の場合に子宮頸部
の一部を切除するだけで治

今野良・自 治 医 大 さ い た ま 医
療センター 教 授 に イ ン タ ビ ュ
ーする学生 た ち ＝ さ い た ま 市

首都圏の大学生たちが子宮頸がんを学ぶ 学生コミュニティ「結（yui）」
同じ世代への啓発冊子を作り11月14日に集会

る可能性が非常に高いこと
▽進行した場合は子宮・卵
巣・リンパ節を摘出しなけ
ればならず、排尿・排便障
害などの後遺症が起きるこ
と▽脚がむくむ浮腫が起き
やすくなること−など詳
しく説明を受けた。
学生たちは座談会を開い
た。
「もしがんになったら、
どんな風に周りの人と接し
ていけるのだろうか」
「自分
の近しい人ががんになった
ときは？」
。
「がん」を身近
な問題としてとらえ、どの
ように考え、どう向き合っ
ていけばいいのか、真剣に
意見を交わした。
冊子には、こうした活動
をありのままに紹介。山田
邦子さんも「自分の体は自
分で守る、つまり自分の人
生は自分でデザインできる
のです。あなたのステキな
未来のために、今、考えて
下さい」などとメッセージ
を寄せている。
冊子はＡ４判14ページ。
３万部作成し首都圏の大学
の学園祭などで配る。問い
合わせは対がん協会子宮頸
がんキャンペーン係へ。
◇
報告集会は11月14日午
後１時半から東京都杉並区
の明治大学和泉キャンパス
第２校舎６番教室で。無
料。申し込みはメール
1114＠ｙｕｉ−ｃ．
ｃｏｍ
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今年も盛大にピンクリボンフェスティバル
乳がん征圧を訴えながら一
緒に歩いた。
４日には東京・有楽町朝
日ホールでシンポジウムが
開かれた。聖路加国際病
院（東京都中央区）の中村
清吾・乳腺外科部長らが乳
がんの最新治療などについ
て講演。日本対がん協会の
「ほほえみ大使」のアグネ
ス・チャンさんが特別講演
した。
中村部長らが、患者・家
族の悩みなどにアドバイス
するセッションでは、治療
法だけでなく、治療後の日

がん検診を50％以上に

第１回の全国大会が池袋で開催される
がんによる死亡率の減少
をめざし、国のがん対策推
進基本計画が掲げる「がん

検診受診率50％」を達成
しようと、第１回がん検診
50％推進全国大会が10月
1 0日、東京・池
袋のサンシャイン
シティで開かれた
＝写真。厚生労働
省、東京都、日本
対がん協会が主催
し、サンシャイン
シティが特別に協
力した。
豊島区のイベン

川村カオリさんの献花式
多くのファンらが別れ惜しむ

今年７月に乳がんで亡く
なったミュージシャンの
川村カオリさんの献花式
が９月19日、東京・渋谷
のC.CLemonホールで営ま
れた＝写真。関係者を含め
３千500人が参加し、最後
の別れを惜しんだ。
生前、川村さんはチャリ
ティコンサートやエッセイ

の売り上げの一部を日本対
がん協会の「乳がんをなく
す ほほえみ基金」へ寄付
し、協会の乳がん征圧活動
を強く支援していた。献花
式では川村さんの関係者が
式場に「ほほえみ基金」の
募金箱を設置し、訪れたフ
ァンのかたから乳がん征圧
のための募金を募った。

常生活などについて多くの
質問が寄せられた。
神戸では17日のウオーク
に計４千人、18日のシン

ポジウムに780人が参加。
仙台では31日にウオーク
が行われ多くの人が色づき
はじめた街を歩いた。
山田邦子さんも乳がん征圧を訴えながら先頭
を切って歩いた＝東京・六本木

乳がんの早期発見、早期
治療をめざす「ピンクリボ
ンフェスティバル」が今年
も乳がん月間の10月、東
京、神戸、仙台の３都市で
繰り広げられ、スマイルウ
オークやシンポジウムなど
に多くの人々が参加した。
東京では10月３日、六
本木の東京ミッドタウンを
スタート・ゴールにスマイ
ルウオークが行われた。時
おり雨が降る中、10キロ
と５キロの２つのコース
に、計約６千人が参加。タ
レントの山田邦子さんらも

トとも連携し、子宮頸がん
理事長らのあいさつに続い
について学ぶ学生たちが母
て、全国に公募して選んだ
親に手紙を書いて検診受
がん検診推進のキャッチフ
診を訴えたり、タレントの
レーズ、イメージキャラク
山田邦子さんのトークや山
ター、ロゴマークポスター
田さん率いるスター混成合
の優秀作品を表彰した。
唱団のコンサートがあった
この後、東京大学病院放
り、様々な趣向で多くの買
射線科の中川恵一准教授を
い物客らにがん検診をアピ
先生役に、山田さん、スタ
ールした。対がん協会も、 混のメンバー、学生たちが
埼玉県支部の協力を得て乳 「生徒」になって公開授業
がん検診車による乳がん検 「みんなで学ぼう がんの
診を希望者に無料で提供し
ひみつ」を開催。買い物客
た。
らは軽妙なやりとりを楽し
大会では、長妻昭厚労大
み、笑いながら、がんにつ
臣や箱島信一・対がん協会
いて学んでいた。

（）
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家族連れ、若者……がんに高まる関心
リレー・フォー・ライフ2009

リレー・フォー・ライフに
は、
がんと闘い、
サバイバー
たちを大切にしようという
約束がある。そのために、

がんのことをもっと知ろう
−各地の会場では、情報
を提供するブースが設けら
れ、患者・家族たちと健康

思いを込めた数々の葉っぱがサクラの木につけられた＝大分市

家族連れや若者もたくさん参加した＝岐阜市

地元の主婦たちもステージに立った＝福岡市

な人たち、そして若者たち
が語り合う和やかな光景が
増えている。がんに関する
クイズやゲーム、ウオーク
ラリーには家族で
一緒に参加する子
どもたちの姿も多
くなってきた。
2010年度の開催

に向け、
いくつかの地域で、
対がん協会の支部や実行委
員会が活動を始めている。
その中でも目立つのは若者
の姿だ。大学の学園祭と一
緒に開催するところも徐々
に増えつつある。これから
の社会を支える若者たちの
がんに向ける関心は高い。

和太鼓やコーラスも＝岐阜市

医師やサバイバーが参加した討論会＝高知市

子どもたちの姿も目立った＝徳島県小松島市

