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さつ。唐澤隹人・

日本医師会長、梅

原克彦・仙台市長

らが祝辞を述べ

た。

日本対がん協会

賞の５氏に垣添会

長から賞状などが

贈られた。第８回

朝日がん大賞は癌

研有明病院。中川

健院長に、秋山耿

平成20年度のがん征圧

全国大会（主催・日本対が

ん協会、宮城県対がん協会、

後援・厚生労働省、日本医

師会、宮城県、仙台市、宮

城県医師会）が９月12日、

仙台市の仙台サンプラザで

開かれた。対がん協会、宮

城県対がん協会ともに創立

50周年を迎えた記念の大

会で、テーマは「がん征圧

50年　さらなる挑戦へ」。

参加した市民や全国の支部

の代表ら約1500人がさら

に積極的な活動を誓った。

（２、３、４面に関連記事）

久道茂・宮城県対がん協

会長が「記念の大会をがん

征圧運動への決意を新たに

するものに」と開会の言葉

を述べ、垣添忠生・日本対

がん協会長が「50周年の

節目の大会が、がん検診発

祥の地・仙台で開かれるこ

とは誠に意義深い」とあい

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、03－5218－7070（予約専用電話）へ。

がんホットライン 月～金 午前10時～午後4時

03－5218－4776

主
な
内
容

２面　鳥越俊太郎さん記念講演

３面　宮城アピール

４面　受診率50％めざして討論

５面　アグネスさんほほえみ大使に

６～８面　リレー・フォー・ライフ

がん征圧50年 さらなる挑戦へ
仙台市で創立50年記念の全国大会

いる「対がん協会報」増刊

号に掲載します。

がん征圧全国大会の詳報

は12月に発行を予定して

太郎・朝日新聞社長から賞

状とメダルなどが手渡され

た。

今年度のがん征圧スロー

ガン「検診と　日々の暮ら

しで　がん予防」を作った

長崎県健康事業団職員で保

健師の三浦美幸さん、支部

職員永年勤続表彰者を代表

して宮城県対がん協会の高

橋裕子さんがそれぞれ垣添

会長から表彰状を受けた。

◇

対がん協会賞（個人の部）に選ばれた医療法人海秀会上村病院院長の上
村昭榮氏、大阪医科大学名誉教授で宮城県対がん協会名誉会長の大柴三
郎氏、栃木県保健衛生事業団顧問の富永慶晤氏、宮崎県医師会顧問の秦
喜八郎氏、元富山県医師会副会長の前田昭治氏（左から）
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がして人間ドックに行きま

した。

検便、２日分とるんです

が、２回とも潜血反応が出

た。次に精密検査。バリウ

ムを使う検査はせずに内視

鏡で調べました。がんの可

能性が高いと思われたので

しょう。

内視鏡検査は非常にいい

ので大腸の心配があったら

是非受けて下さい。

カメラは盲腸まで行きま

す。仰向けになると、目の

前にモニター画面があり、

自分の腸の中が丸見えなん

です。サーモンピンクで、

きれいだなって見ほれてい

たんです。

カメラを引き抜きながら

診察します。ここもない、

そこもない……Ｓ字結腸

と直腸の境目につくしんぼ

のようなものが見えた。ポ

リープ。内視鏡でちょんと

切ればいいと思っていた

ら、先生が、これだけなら

いいんですけどね、と言っ

てカメラを少し引き抜い

た。すると画面の真ん中に。

がんというのはこんなに

醜い顔をしているのか。肉

が馬蹄形に盛り上がって中

がへこんでいて黒くなって

血がにじんでいる。ええも

んやないな。一目瞭然です。

先生に聞きました。やっ

ぱり良性じゃないですよ

ね。気持ちは否定してほし

かった。いや良性ですよと

言ってほしかった。でも先

生は、良性じゃありません

ね。ということは、がん。

先生に聞いたんです。ど

うしたらいいですか。先生

は、切ればいいですよ、っ

大会ではニュースの職

人、鳥越俊太郎さんが「が

んとともに生きる」と題し

て記念講演。大腸がんを手

術した体験を披露し、検診

の大切さを訴えた。

◇

家族、友人、周りにがん

患者がいるという方、手を

挙げて下さい。多いね。８

割ぐらい。それほど、がん

は私たちの生活とともにあ

るんです。

手術して帰ると、一緒に

仕事をしていた人が「私の

母もがんで」とか告白され

る。身の周りにそんなにい

らっしゃったのか、という

ことに気がついたんです。

20年前、30年前は、が

んイコール死でした。今は

違う。がんはたいてい告知

される。そのことが、がん

イコール死ではなくなった

ことを表しているのかも知

れません。

2005年10月に大腸がん

を手術しました。その時は

Ⅱ期ｂと言われました。１

年３カ月ほどして肺への転

移が分かり、うちの奥さん

に先生が、肺に転移してい

たということは、あの大腸

がんはⅣ期だったんです

ね、とおっしゃった。

終末期の患者さんもいら

っしゃるでしょうが、Ⅳ期

の患者が多くの人の前で話

すのは大変なことではない

ですか。それほど医学が進

歩している。

その年の８月でした。何

となく下腹部がおかしい。

鈍い痛みがあってはってく

る。下痢と便秘を繰り返す。

ひょっとしたらという予感

記念講演がんとともに生きる
鳥越俊太郎さん

私は３カ月に１回、ＣＴ

とエコーで細かくチェック

しています。手術から半年

か、１年もたっていないう

ちに左胸に影があると言わ

れ、胸腔鏡で手術をしまし

た。大腸がんの肺転移でし

た。

がんの治療は、手術、放

射線、抗がん剤……進んで

います。10年前とは全然

違う。10年後、もっと進

歩している。それほど恐ろ

しい病気ではなくなってい

ると思う。

大事なのは検診です。自

分の経験で言いますと検便

は大事です。便にすべて出

ています。下部消化管のチ

ェックという意味ですが、

自分の出したものと対峙し

て下さい。タール便は血が

酸化して黒くなっているん

です。

検診は愛である。京都に

行ったらこんなスローガン

が出ていました。検診は家

族への自分への愛の証しで

ある、早く見つけて早く治

療する。覚えたての言葉で

締めくくらせていただきま

す。

て、また簡単に言うんです。

でもそれで落ち着いた。

入院日、手術日と手続き

が進み、書類を何げなく見

たら、病名、直腸がん、と

書いてある。やっぱりそう

か、と腹くくりましたね。

大げさですけれど、どう対

決するか、という気持ちで

した。

大腸がんの手術はおおま

かに２通りあります。おな

かを大きく切る場合とおな

かに小さな穴をあける腹腔

鏡と。開腹手術がいいとい

う先生も、患者の体への負

担を考えると腹腔鏡の方が

いいという先生もいるでし

ょう。一長一短でしょう。

私が入院した病院では腹腔

鏡で治療します、というこ

とでした。おなかに四つ穴

をあけ、一つに入れたカメ

ラで見ながら別の穴から手

術具を入れて切除しまし

た。がんが直腸の管を突き

破ってちょっと外に出てい

た。播種と言ってがん細胞

がおなかの中にばらまかれ

ている可能性がある。転移

の可能性があるので抗がん

剤を飲んでいます。
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「がんで『困った』ときに開く本」
－発売－

から、禁煙支援対策、分煙

促進対策、未成年者の喫煙

防止対策等の促進を図りま

しょう

一　増加の一途をたどる

「がん死」の現実を直視し、

がん予防のための生活習慣

病についての指導など、健

康教育の徹底を図りましょ

う。

一　がん対策基本法におけ

る各県の、がん対策推進計

画の完全実施に向けて、国

民及び自治体並びに関係機

関が、一丸となって頑張り

ましょう。

平成20年度

の「がん征圧全

国大会」が宮城

県において開催

されるにあた

り、私たち「宮

婦連・健康を守

る母の会」は、

今年のテーマで

もある「がん征

圧50年・さら

なる挑戦へ」の

スタート地点に

を行い、現在も組織的、精

力的に、この運動を行って

います。

県内を７つのブロックに

分け、対がん協会の先生方

より、がんについて話をう

かがい、「家族の健康は主

婦の手で」を合言葉に、が

んに対する知識の普及と予

防に関する研修を深め、早

期発見・早期治療のために

は毎年定期的に受診するこ

とが、重要であることを地

域の人々に伝えています。

私たち宮婦連の活動の結

果、がん検診の受診者数は、

年々、増加の傾向に至りま

した。

私たちは、「がん征圧」

を願い、これまで組織的に

活動を支援してきました

が、がんによる犠牲者は増

加の一途をたどっており、

がん死亡者はいま33万６

千人と推計され、特に、働

き盛りの方々が犠牲者とな

っていることは誠に憂慮に

堪えません。何としても、

この悲劇は食い止めなけれ

ばなりません。がん征圧は

全国民の切なる願いです。

宮城県地域婦人団体連絡

協議会の三浦絢子さんが大

会で宮城アピールを発表し

た。

◇

私たちの会、宮婦連は、

敗戦の痛手から立ち上がろ

うと県内各地に結成された

240単位婦人会を統合し

て、昭和27年に宮城県地域

婦人団体連絡協議会として

発足しました。

以来、婦人の地位向上、

青少年の健全育成等の問題

を取り上げて、組織的に活

動を行ってきましたが、

「家族の健康は主婦の手で」

という声が高まり、昭和

45年「宮婦連・健康を守

る母の会」を発足させたの

です。

当時、全県的にアンケー

トを行い、その結果、特に

がんの予防が強い関心の的

となり、がんの正しい知識

の普及とがん検診の受診勧

奨活動を積極的に進めるこ

とにしました。また、がん

征圧運動に賛同し、宮城県

対がん協会の「賛助会員制

度」に加入の呼びかけ運動

受診者の拡大、禁煙支援対策の促進、健康教育の徹底
宮城アピール発表

な病気で、どんな治療法が

あるのか、といった情報を

集め、真剣に考えるように

なる。

そんな時にどうしたらい

いのか、アドバイスしよう

というねらいで、がんが心

配で困った▽告知されて困

った▽セカンドオピニオン

で困った▽抗がん剤治療で

困った▽代替医療で困った

……など大きく18項目に

分類し、計270の「困った」

「がんで『困った』とき

に開く本」が９月、朝日新

聞出版から発行された。週

刊朝日ムック（別冊）で、

週刊朝日編集部が取材・執

筆した。日本対がん協会は、

電話相談や面接相談で協力

している。

がん患者の多くは、告知

されて初めて、がんはどん

にQ&A形式で回答してい

る。

「誌面だけで解決しなか

ったら」として、対がん協

会のがん相談ホットライン

や専門医による面接相談を

紹介している。

また都道府県別に、がん

拠点病院351のリストを挙

げている。A４判で、定価

は838円（税別）。収益の

一部が対がん協会に寄付さ

れる。

立ち、「がん集団検診発祥

の地」、ここ宮城県仙台市

から、全国民に向け、次の

ことを力強く訴えます。

一　より多くのがんを発見

するために、受診者の拡大

を図りましょう

一　がんを早期に発見する

ために、定期的にがん検診

を受けましょう

一　早期発見・早期治療の

ために、質の高い検診機関

で受けましょう

一　喫煙の及ぼす健康影響
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と訴えた。

桂執行役員は「宣伝部の

責任者をしていた時、東京

タワーがピンクにライトア

ップされたのを見ました。

ワコールがこの運動の一番

近くにいるじゃないかと思

い、会社に活動をやりたい

と言ったら社長の塚本から

条件をつけられた。まず社

員から始めなさいと」とピ

ンクリボン運動に取り組む

きっかけを披露。「社会貢

献活動は外に向けてやって

も、その会社の従業員が知

らないケースが結構多いの

と、乳がんで悲しむ従業員

を出さないようにと言われ

た」と話した。

社内活動として早期発見

と検診の必要性を訴えるセ

ミナーを約100カ所で開き

自己検診のビデオを作った

ことなどを紹介した。

この後、垣添会長を中心

に、検診の実態をどのよう

にして把握するか、精密検

査の課題、子宮頸がんを防

ぐHPVワクチン、さらに

は検診の財源の問題など、

幅広い討論を展開した。

大内教授は、乳がん検診

について、マンモグラフを

ベースに超音波検査を加え

る方が有効かどうかを調べ

る大規模研究について紹介

し、「いかに有効な検診で

あるかということがわから

ないと国民に検診を受けて

もらえない」と話した。

がん検診の有効性に関し

て、乳がんでは「触診はだ

め、マンモグラフィーにつ

いては50歳以上では十分

な証拠があるAだが、40代

はB、超音波については証

拠がない」といったこれま

での研究を示し、科学的根

拠の大切さを指摘した。

松田所長は、「今後５年以

内にがん検診受診率を50%

超にする。そして40歳代乳

がんと50歳代大腸がんの受

診率を日本一にする」とい

う福井県がん対策推進計画

を説明。「働き盛りの年齢

に設定したというところが

特徴」と話した。

さらに「がん検診の精検

受診率を高めないといけな

い。５年以内に100%。ほ

とんど達成不可能な数字で

すが、目標にしないといけ

ないというのが私たちの考

え」と述べた。

福井県内の全医療機関中

で検診をやっている516施

設中515施設から報告して

もらっていることを紹介。

受診率を上げるには受診

の機会を増やすことが大切

周年をきっかけに50%への

スタートを切っていただき

たい」と期待を述べるとと

もに「がんを知り、がんと

向き合い、がんに負けるこ

とのない社会の実現を目指

したい」と話した。

久道・宮城県対がん協会

長は、国の目標より高い

70％以上を掲げる宮城の

計画を説明。「県民健康栄

養調査では胃がん検診は平

成12年49.8%、17年には

45.7%。肺がん検診は62.9%」

と紹介し、「70%以上にする

と8.2%は死亡率が減る計

算で、１次予防と関連して

進めると16%は軽減すると

期待される」と話した。

そして「受診率の定義と

測定方法を一定にし、将来

は、国立がんセンターのが

ん対策情報センターが受診

率を測定することが望まし

い」と述べた。

大会前日の11日のシン

ポジウム「受診率50%達成

のために」では、厚生労働

省がん対策推進室の前田光

哉室長、宮城県対がん協会

の久道茂会長、東北大学腫

瘍外科の大内憲明教授、福

井県県民健康センターの松

田一夫所長、株式会社ワコ

ールの桂一朗執行役員が意

見を交わした。

座長の垣添忠生・日本対

がん協会長が「昨年閣議決

定されたがん対策推進基本

計画で、がん早期発見のた

めに検診受診率を５年以内

に50%以上に、という数値

目標が明記された。どう達

成するか。様々な視点から

議論を」とあいさつした。

前田室長は、がんの予防

の推進と検診の質の向上な

どを中心とする国の政策を

説明。「日本対がん協会及

び宮城県対がん協会の50

い点をアドバイスして予防

や症状の改善につなげられ

る人材の育成が目的。福岡

市と医療NPO法人キャン

サーネットジャパン（CNJ）

が後援する。

日程は11月４～22日

（日曜休講、講義45時間、

実習90時間、修了試験あ

り）。対象は、看護師、理

学療法士、医師、病院勤務

の柔道整復師など。受講料

は30万円。

問い合わせは、〒815－

8588福岡市南区塩原3－

23－1 九州中央病院　リ

ンパ浮腫センター内の事務

局へ（電話092・541・4936

平日17～19時）。

リンパ浮腫指導技能者養

成講座が11月に福岡市南

区の九州中央病院で開かれ

る。主催のリンパ浮腫指導

技能者養成協会（http://

lymph-academy.com）が

受講者を募集している。

乳がんや婦人科がん、泌尿

器科がんを手術で摘出した

後にリンパ浮腫に悩まされ

る人が少なくない。がんがで

きた場所の周囲にあるリン

パ節も一緒に摘出した場合

によくみられる後遺症だが、

適切な診療・指導を受けら

れずにいる人も多いという。

講座は、リンパ浮腫を適

切に診療し、患者が日常生

活で注意しなければいけな

シンポジウム「受診率50%達成のために」
国、自治体、企業などの立場から熱心な討論

リンパ浮腫指導技能者
養成講座

－訂　正－

９月１日付対がん協会報

の「日本対がん協会賞　大

柴三郎氏」の記事で「東北

大の黒川俊雄博士」とある

のは「東北大の黒川利雄博

士」です。訂正してお詫び

いたします。
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ね」

－ほほえみ大使を引き受
けられたのは？

「がん検診は一度も受け

たことがありませんでし

た。がんは他人事だと思っ

ていたんですね。でも誰し

も気をつけていても、がん

になるときはなる。去年の

芦屋でのリレーで、頑張っ

てね、ってみんなに言って

た自分が１カ月後にはサバ

イバー。リレーで命が助か

ったんです。たくさんの人

が検診を受け、早期発見で

助かる人が１人でも増える

環境になってほしい。そう

じゃなかったら最高にうれ

しいし、そうだったとして

も早く見つかってよかった

と思える社会になるよう、

少しでも頑張りたいと思い

ます」

◇

アグネス・チャンさんは

自身の体験をつづった「東

京タワーがピンクに染まっ

た日　今を生きる」（現代

人文社）を10月１日に発

刊。CDとともに印税の一

部が日本対がん協会に寄付

されます。

なぜ私なんだろう? 健康

に気をつけ食材も注意して

きた。家族歴もないし。私

の努力が足りなかった？

家庭、ボランティア活動、

仕事、みんなに迷惑をかけ

る…頭がいっぱいになって

焦って病院に向かう車の中

で泣きました。その時、夫

に言われました。『とにか

く先生の話を聞こう。人間

みんな寿命がある。寿命が

きたら死ぬし、きていなか

ったら死なない』って」

－すぐ気持ちを切り替え
られましたか。

「病院の医師が言ってく

れました。仕事も子育ても

全然問題ないですよ、って。

それで、ホッとして。見つ

かってよかったな、と思え

るようになりましたね」

－歌にはその気持ちを。
「実はがんになって大変

だったのは自分ではないの

かも知れない、と思ったの

です。心配してくれた周囲

の人たちはどれくらい大変

なんだろう？　感謝という

言葉以外にありません。が

んになった人の勇気につな

がってくれたらいいです

加してあの人に会うんだ』

と。芦屋に行って、テレビ

で紹介されたあの２人には

もう会えなかったのです

が、会場の人とふれ合って

元気をもらいました」

－それで自分で触診を？
「本当に、たまたまだっ

たんです。中国で予定され

たコンサートが延期されて

少し時間ができ、居間でく

つろいでいたんです。そう

いえばと思って胸に手をや

りました。コンサートが延

期されていなければ、芦屋

のリレーに参加していなけ

れば、今も乳がんを持った

ままだったでしょう、きっ

と」

－すぐにがんだと気づか
れたのですか。

「最初は違うかも知れな

いと。『しこり』と言われ

ても触ったことないし、初

めは、これ何だろう? って

感じでした。かかりつけの

医師を受診したら、総合病

院で検査しないさい、と勧

められました」

－がんだと分かってショ
ックだったでしょう。

「ちょっと悔しかった。

昨年10月に乳がん手術

を受けた歌手のアグネス・

チャンさんが９月２日、日

本対がん協会の初代「ほほ

えみ大使」に就任した。自

身の体験をもとに作詞・作

曲した「この良き日に」

（９月３日発売）が、がん

征圧推進運動のテーマソン

グに決まった。

アグネスさんは兵庫県芦

屋市で昨年９月に開かれた

リレー・フォー・ライフに

参加したのをきっかけに自

己触診して、しこりに気づ

いた。精密検査を受けた結

果、小さな乳がんが見つか

り、10月１日に手術を受

けた。ピンクリボン運動で

東京タワーがピンクに彩ら

れた日だった。

対がん協会の塩見知司事

務局長は「その体験をもと

に命の大切さ、周囲への感

謝を込めた歌を作られたこ

とを聞き、ぜひテーマソン

グにするとともにほほえみ

大使への就任をお願いした

ところ、快諾してくれた」

と話す。

◇

アグネスさんに乳がんと

わかった時のことや、ほほ

えみ大使としての抱負など

を語ってもらった。

－芦屋でのリレー・フォ
ー・ライフに参加されたの
はどうしてですか。

「一昨年、テレビに出演

して筑波でのリレー・フォ

ー・ライフに参加した人た

ちのドラマが紹介され、勇

気をもらいました。その時、

思ったんです。『来年は参

早期発見で助かる人が１人でも増えるように
歌手のアグネス・チャンさんが

対がん協会の初代「ほほえみ大使」に
日
本
対
が
ん
協
会
の
塩
見
知
司
事
務
局
長
、
ア
グ

ネ
ス
・
チ
ャ
ン
さ
ん
、
リ
レ
ー
フ
ォ
ー
ラ
イ
フ
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浜
の
三
浦
秀
昭
実
行
委
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長
、
リ
レ
ー
フ
ォ
ー
ラ

イ
フ
関
西
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崎
泰
子
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会
事
務
局
長

（
左
か
ら
）



（ 6 ） （第三種郵便物認可） 対 が ん 協 会 報 2008年10月1日

まりました。

どさんこはすごい！

北海道に生まれ、北海道

に育った事、本当に誇りに

思います。

そしてリレー・フォー・

ライフ北海道にかかわった

全ての人へ。

皆さんは金メダルよりも

輝いています。

たくさんの人のかかわり

の中で実行委員、ボランテ

ィア、参加者の「命のチャ

リティ」です。

その使途ははしっかりと

明確に、無駄にならないよ

う対がん協会へお願い申し

上げます。

これはみんなの思いで

す。

なくなります。

参加者への理解、勧誘…

そして「感動した!また来

たい」という言葉…これな

んです。

ひとりひとり大変な状況

でイベントを無事に終えた

事で感動も想像を超えるも

のだったのでしょう。

誰一人「来年はやりたく

ない」という委員はいませ

んでした。

サバイバーだけではイベ

ントは大変です。

いかに健常者の理解を得

て継続させていく「レール」

をつけるか……。

北海道はいま、そのレー

ルの上を出発しました。

終わったのではなく、始

８月29日、イベント前

日はそれはひどい土砂降り

で、会場には水たまりがあ

ちこちにできていました。

穴を掘り、そこに水をた

めてみんなでバケツですく

ったり、土砂降りの中の会

場設営には本当に体力を消

耗した実行委員とボランテ

ィアの皆さんでした。

30日のイベント当日は

天気にも恵まれて、全ての

事が無事に流れてまさに神

様の「贈り物」と言っても

過言ではないでしょう。

リレー・フォー・ライフ

には守るべき事がたくさん

あります。

リレー・フォー・ライフ

の理念

協賛金を頂く企業限定

その他様々な規定

どれも北海道は胸を張っ

て守ってきたと言えます。

その分、各実行委員には

大変な思いをさせてきまし

た。

どんなに立派な会場でも

どんなに楽しい企画でも

どんなに素敵な音楽でも

「参加者」がいなくては

何も意味がありません。

楽しんでくれる「サバイ

バー」がいなければ誰のた

めのイベントなのか分から

リレー・フォー・ライフ北海道（２００８イン室蘭）
実行委員長　金子明美

こんなに明るくて楽しい人

がどうしてと言う思いがぬ

ぐえなかった。

夕方、ピンク色の夕焼け

に元気付けられながらメン

バーでたすきをつないだ。

夜を越えて、ついにファ

イナルランとなった。参加

者にはこの24時間がとて

も短く感じたことと思う。

閉会式で金子委員長が「ま

た参加したいと思うイベン

トになったでしょうか？」

と話されたが、私達チーム

TAIGANは次回のリレー

にメンバーとがん征圧の寄

付金を増やして参加したい

と思っている。

当日、会場には延べで２

千人もの人が訪れ大盛況だ

った。

CT検診車では肺ヘリカ

ルCT検診と内臓脂肪測定

をチャリティ価格で実施し

たが、申込みは途切れるこ

となく最終的には売り上げ

の約14万円を実行委員会

へ寄付することができた。

対がん協会はがん検診を

行い多くのがん患者を見つ

けている。しかし、そのが

ん患者が治療、闘病、ある

いは死を迎えているという

現実に接することは少な

い。重い癌というサバイバ

ーと話す機会があったが、

リレーフォーライフ。この

24時間ものイベントを北海

道で開催して、果たして人は

集まるのだろうかというの

が最初に思ったことだった。

疑問のまま、ほとんど前

知識もなく受けた東京での

トレーニングではリレーの

理念と目的を知り、世界中

で行われたリレーのDVD

では、参加者の勇気ある行

動やメッセージに胸が熱く

なった。そして、金子委員

長をはじめ出席者のリレー

への思いや人柄に触れるう

ちに、リレーの成功に向け

て自分に出来る事を精一杯

やろうという気持ちになっ

ていた。

北海道に戻り、肺ヘリカ

ルCT検診車の派遣とチー

ム参加の両方で準備を進め

た。検診車の準備では、対

象年齢や受診条件はどうす

るか。問診はどうするか。

事後管理はどう扱えばよい

か。と当日想定される様々

な問題を話し合った。

チーム作りでは、24時

間歩くという事ばかりが目

立ち敬遠されてしまった。

趣旨を理解してもらおうと

開いた説明会も出席者が思

うように集まらず、日を変

え２回、３回と説明会を開

いた。結果、早くに参加を

決めたメンバーの協力で職

員とその家族や友人が徐々

に集まり、26名の「チー

ムTAIGAN」ができた。

短く感じた24時間
北海道対がん協会総務課普及係長

毛利拓哉
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ライセンス契約を話し合っ

ているという情報を教えて

もらいました。その場で

JCSに電話連絡をしたのを

覚えています。

2005年９月から2008年

９月まであっと言う間の時

間が過ぎていきました。

2006年のつくば、2007年

の芦屋、そして2008年の

新横浜。私が関わったそれ

ぞれの大会はRFLを進化さ

せ数多くの立場の違う方が

参加された大会だと思って

います。

2007年の東京・お台場、

2008年８月の室蘭、９月

の芦屋、そして10月の徳

島、高知、大分。来年予定

リレー・フォー・ライフ

（RFL）に参加された皆様、

スタッフ、ボランティアの

皆様、協賛、後援していた

だいた皆様、応援していた

だいた皆様、心から感謝し

御礼を申上げます。

私とRFLの出会いは

2005年５月28日にNHK大

阪ホールで行われた「第１

回がん患者大集会」のなか

でアメリカの取組みとして

ビデオ紹介された時に始ま

ります。

私自身2003年４月に肺

がんの告知を受け、再発転

移を経験し、状態は良くは

なかったのですが、この集

会に参加しなければいけな

いと直感し、新幹線に飛び

乗ったのです。

未承認抗がん剤や医療の

地域格差の問題、がん情報

センターの設立という三つ

の問題を討議している中、

RFLと出会いました。衝撃

を受けたのを今でも覚えて

います。患者、家族ができ

ること、そして健康な方も

参加できる大会、自ら行動

に移し、訴えていくのはこ

れだと確信し、同じ想いの

同士を集めなければいけな

いという一種、使命感のよ

うなものを感じました。

インターネットで呼びか

けましたところ35名が集

りました。全国からの仲間

でしたが、私のほか数名が

神奈川県在住だったため神

奈川で第１回を行いたいと

熱望していました。

その時、あるメディアの

方に、アメリカ対がん協会

（以下ACS）と日本対がん

協会（以下JCS）はRFLの

「リレー・フォー・ライフ」と出会い
リレー・フォー・ライフ横浜実行委員長

三浦秀昭

されているさいたま、中京、

静岡……RFLは全国に広が

っています。

私は各地区の多くの実行

委員が同じ想いで活動をし

ていることにRFLの可能性

を感じ、そして「がんにな

っても不安の無い社会をつ

くること」「がんに如何に

してならないようにするに

は……を伝える事」を実

現したい。

がん患者、家族の「希望」

と「勇気」のため、人類か

ら「がん」をなくすため、

がんという病に対する社会

の意識を変えていきましょ

う。未来のある子供達のた

めにも。

5年以内に50カ所に
アメリカ対がん協会のアイリスさん

明したうえで、「希望を与

えることも大きな目的で

す。たとえば、がんと診断

された人がリレーに参加す

ることで、がんを治療して

５年、10年と元気に生き

ている人に出会える。その

ことが希望につながりま

す」と述べた。

「１回参加すれば１つの

ことを持ち帰ってほしい。

がんの中で肺がんの死亡率

アメリカ対がん協会のリ

ードトレーニングマネジャ

ーのアイリス・ペンダーガ

ストさんも芦屋や横浜のリ

レー・フォー・ライフの会

場を訪れた。

日本のリレーについて、

アイリスさんは「世界中の

他の国の人たちと同じ気持

ちで集まっている。５年以

内に50カ所に広がるので

はないか。コミュニティー

が小さい方がより成功しや

すい。リレー・フォー・ラ

イフはがん根絶に向けて大

きな役割を果たしていると

思う」と感想を述べた。

リレー・フォー・ライフ

の役割について、「家族、

同僚……ほとんどの人が

がんとかかわりのある時

代。サバイバーへの祝福、

亡くなった方への追悼、そ

してがんとの闘い。リレ

ー・フォー・ライフは３つ

の大きな支柱がある」と説

が最も高いことを知っても

らうのもいいでしょう。禁

煙を試みたいときはどうす

ればいいのか。困った時に

どこに相談すればいいの

か。その窓口を知ってもら

うのも大切だ」

こう話したアイリスさん

は、これから開こうと計画

している人たちにアドバイ

スをしていた。

アイリスさん（左）とボランテ
ィアの郷州葉子さん

室蘭でのリレー・フォー・ライフ
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を語ると実行委員長の三浦

秀昭さんからお礼の言葉と

メダルが贈られた。

日本対がん協会の「ほほ

えみ大使」である歌手のア

グネス・チャンさんが各会

場を訪れ、参加者と手をつ

なぎながら歩き、歌い、語

り合った。

10月11～12日には徳島、

高知、大分で開かれる。

ウソクを灯して思いを伝え

るルミナリエの中には、市

内の保育所や小学校の子ど

もたちが絵を描いた作品

も。メッセージを伝え、思

いを表現する夕方からの催

しに彩をそえた。

横浜では14～15日、日

産スタジアム小机フィール

ドで開かれた（写真）。24

時間歩き続けたチームが表

彰され、チームごとに感想

全員で歩くクライマック

ス。抗がん剤治療を繰り返

しながらみんなをまとめた

実行委員長の金子明美さん

がマイクで「みんなありが

とう。また来たいと思うリ

レー・フォー・ライフでし

たか」と尋ねると、歓声と

拍手がわき起こった。

９月13～14日に芦屋市

総合運動公園で開かれたリ

レー・フォー・ライフ。ロ

がんと向き合う患者や家

族、支援者がチームを作っ

て交代でグラウンドを回り

ながら語り、励ましあう

「リレー・フォー・ライフ」

が８月末から９月、北海道

室蘭市、兵庫県芦屋市、横

浜市で相次いで開かれた。

24時間にわたるこの催し

は「がんは24時間眠らな

い」という意味が込められ

ている。多くの人たちが深

夜もリレーをつないでがん

征圧や資金協力を訴えた。

（６、７面に関連記事）

「北の大地からリレーを

発信」。室蘭のリレー・フォ

ー・ライフは８月30～31日

に開かれた。この１年、50

人を超すボランティアの実

行委員が仕事や家事の合間

に準備を進めてきた。

北の大地からも命のリレー
室蘭 芦屋 横浜で


