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策と並ぶグロ

ーバルイシュ

ー（地球規模

の課題）とす

るよう働きか

ける」――世

界の対がん運

動を担うＵＩ

ＣＣが、大会

で野心的な姿

勢を打ち出し

た。がんによ

る死者が、三

大感染症（エ

イズ・結核・マ

ラリア）の死

者数合計を上

国際対がん連合（ＵＩＣ

Ｃ）の世界大会と世界がん

サミットが８月末、スイ

ス・ジュネーブで開催され

た。世界大会には、日本対

がん協会から垣添忠生会長

（国立がんセンター名誉総

長）、関原健夫常務理事（日

本プラスト監査役、患者代

表）ら３人が参加。大会会

期中に開かれたサミットに

は日本から唯一、対がん協

会の代表が招かれ、「世界

がん宣言2008」の採択に

加わった。大会では、たば

こ規制と並んで、子宮頸が

んワクチンが議論の柱にな

るなど、「がんは予防する

時代」の幕開けを予感させ

た。（日本対がん協会常務

理事・荒田茂夫）

（２、３面に関係記事）

「がん対策を、Ｇ８サミ

ットの主要議題である地球

温暖化、食糧危機、テロ対

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

２～３面　ＵＩＣＣ世界大会
ＨＰＶワクチンとたばこ対策

４～７面　リレー・フォー・ライフ
九州、四国で初めて開催

７～８面　ピンクリボンフェスティバル

「がんは予防する時代」の幕開け予感

ばこ規制の徹底、さらに生

活習慣の改善などによって

３分の１のがんは予防でき

る。世界全体で取り組め

ば、この分野で確実に成

果を出すことができる」と

言うのがＵＩＣＣの主張で

ある。

接種を今回新たな重点目標

に掲げた。世界の指導者を

振り向かせるためには、死

亡者の多さを訴えるだけで

は十分でなく、その減少に

向け、効果のある対策を明

示する必要があるためだ。

「ワクチン接種や禁煙・た

回り、さらに今後も中国や

インドを中心に急増すると

予想されるなど、「がんの

危機」が迫っているとの認

識が背景にある。

がん対策をグローバルイ

シューとするため、ＵＩＣ

Ｃは、がん予防ワクチンの

子宮頸がんワクチンと
たばこ規制が重点課題に

ＵＩＣＣ世界大会と
世界がんサミットに参加

世
界
大
会
の
開
会
式
で
あ
い
さ
つ
す
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シ
ュ
パ
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・
ス
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ス
大
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ローマウイルス（ＨＰＶ）、

その感染を防ぐワクチンで

ある。

ＨＰＶは、発見者でＵＩ

ＣＣ子宮頸がんプロジェク

トの議長でもあるハラル

国際対がん連合（ＵＩＣ

Ｃ）が、がん死を減らす戦

略の目玉に据えたのは、世

界で毎年50万人が罹患、

25万人が死亡する子宮頸

がんを引き起こすヒトパピ

ＨＰＶワクチンと検診で
子宮頚がんの死者ゼロに

「6回の手術、6回の回復」、
関原氏の体験談に拍手

「予防できるがん」子宮

頸がんへの対策は、「世界

がんサミット」で採択され

た宣言に盛り込まれたほ

か、大会初日全体会合のテ

ーマにも選ばれた。

連日のセッションでも、

新旧会長のあいさつでも、

「ＨＰＶワクチン接種の有

効性と必要性」が繰り返し

強調された。また、大会の

展示スペースにも、関連の

パンフレットが多数、山積

みされていた。ＨＰＶワク

チンにかけるＵＩＣＣの思

いがひしひしと伝わってく

る、そんな大会であった。

それにしても、コストの

問題や接種に伴う批判は覚

悟の上で、同ワクチンを最

優先課題とする割り切り

方、「メリハリ」のつけ方

は、「総花式」に慣れた日

本人には驚きであった。

ド・ツアハウゼン博士が、

2008年ノーベル生理学医

学賞を受賞して広く知られ

るようになったが、ＵＩＣ

Ｃはワクチンが実用化され

た数年前からその「戦略性」

に注目していた。

同ワクチンは、すでに

100カ国以上で承認されて

おり、さらに欧州諸国やオ

ーストラリアなど20カ国

以上で十代前半の女性など

対象者全員への原則無料接

種が始まったという。ただ

日本ではまだワクチンが承

認されておらず、さらに、

全員接種へのハードルは極

めて高いとみられている。

専門家によると、若い女

性への全員接種で子宮頸が

んの約７割は予防可能とな

り、検診と組み合わせて完

全に実施すれば死者をほぼ

なくすことができる。

セッションでは、がん患

者が闘病を終えて社会復帰

し、積極的に活動すること

の意味や、がん患者の活動

をいかに支えるかを、医師、

患者グループや患者支援団

体幹部などが報告した。

関原さんは、「奇跡」の

がん体験を、発病から時間

を追って説明し、日本のが

ん治療レベルの高さに触れ

た後、「医療は日々進歩し

ている。がんと診断されて

もあきらめるな」「人は誰

でもいつ死ぬかわからな

い。物事を引き延ばさず、

やりたいことをなるべく早

くせよ」「家族や友人との

絆を大切に」などとアドバ

イスした。

関原健夫常務理事が、Ｕ

ＩＣＣ世界大会の「リハビ

リから社会復帰・積極的活

動へ」と題した患者支援セ

ッションに招かれ、「６回

のがん手術、６回の回復―

何度も死の危機を乗り越え

た教訓」を語った。

肺、大腸、胃など６回の

がん手術をうけながらも、

金融界で要職を歴任、患者

の立場から対がん運動にも

積極的にかかわる体験談に

出席者から期せずして大き

な拍手がおくられた。セッ

ション後、大会を取材して

いたナイジェリア国営テレ

ビのインタビューを受けた

り、取り囲んだ出席者から

質問や握手攻めにあったり

した。

UICC

世界のがん
死亡者：2007年　790万人

2030年 1150～1200万人

罹患者：2007年 1100万人

2030年 1550～1600万人

（WHOや専門家の推計をもとに、UICC大会で示された概数）

日本のがんによる死亡は33万６千人（2007年）

で、世界のがん死全体に占める割合は４%強。

高齢化が進んでいるため、人口が世界に占める

割合２%弱よりずっと高い。また、日本では３

人に１人ががんで死亡しており、世界平均の７

～８人に１人より高い水準にある。しかし近年、

中国やインドなど途上国でがん死の増加が目立

っており、2010年には、世界でがんが死因の１

位（日本は1981年１位に）になると予想されて

いる。がんは、「先進国の病気」から「世界の

病気」になりつつある。

ナイジェリア国営テレビの取材を受ける関原常務理事
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拠点を構え、欧州諸国の中

では喫煙に寛容な国として

知られてきた。しかし、住

民投票の結果を受けて、今

年７月からジュネーブ州

で、公共の施設に加え、レ

ストラン、バーなど飲食店

の屋内が全面禁煙となった。

欧州では、「パブで喫煙

しながらギネスを飲む」こ

とが国民生活の一部と言わ

れたアイルランドを皮切り

に、国単位で「禁煙」を実

施する動きも広がってい

る。スイスも数年後には国

全体がジュネーブ並みにな

るだろう。

ひるがえって、日本の取

り組みはどうであろうか？

自販機の規制など前進して

はいるものの、そのスピー

ドは遅い。加速に向け、取

り組みを強める必要がある

と感じた。

対がん協会にとって重要

な「がん検診」も、いくつ

かの大会セッションで取り

上げられた。既に述べたよ

うに、「３分の１のがんが

予防できる」ことに加え、

早期発見・早期適切治療で

さらに３分の１が治癒可

能、というのがＵＩＣＣの

分析である。がん検診を推

進することで、治癒可能な

段階での早期診断・治療に

つなげる必要がある、との

認識が改めて示された。

ＵＩＣＣには日本対がん

協会など102カ国の325組

織が加盟。今回の大会には

世界から3000人が参加し

た。ＵＩＣＣ世界大会は２

年に１度開かれ、次回は

2010年８月、中国・北京

で開催される。

場となった。

ＷＨＯ総会で同条約が採

択されたのは５年前だが、

その前後、筆者は新聞社の

ジュネーブ特派員として条

約の策定段階から発効まで

を取材した経験がある。当

時と比べ、たばこ規制強化

派と反対派の「力関係」は

大きく変化しており、大会

では、規制強化派から、５

年前なら「大胆」と思われ

た発言が相次いだ。

たとえば、条約を作り上

げる過程では、徴税権を持

ＨＰＶワクチンと並んで

大会の柱となった「たばこ

規制」についても、世界の

流れの速さを実感した。

よりどころとなる「たば

こ規制枠組み条約」が既に

日本を含む約160カ国で批

准され、禁煙やたばこ税引

き上げなどの規制策が、先

進国から途上国へと急速に

広がりつつある。大会は、

運動を主導する世界保健機

関（ＷＨＯ）や関連団体の

代表者が、各国におけるた

ばこ規制の成果を報告する

つ各国政府を刺激しないよ

う、たばこ税引き上げにつ

いて遠慮がちな言葉遣いだ

ったＷＨＯの担当者が、今

回は「たばこの消費抑制に

最も効果があるのは増税」

として、大幅値上げの必要

性を強調していた。大会で

の議論を聞いて、たばこ規

制に追い風が吹いているこ

とを改めて実感した。

大会が開かれたジュネー

ブでもたばこ規制は急速に

進んでいた。スイスは、Ｊ

Ｔなどのたばこ会社が海外

世界に後れをとる
日本のたばこ対策世界大会

世界がん宣言2008
ＵＩＣＣがお膳立てをし、世界の有力政治家や皇族、医

療・保健政策の幹部、対がん運動指導者ら63人が一堂に

会した世界がんサミット（議長：メアリー・ロビンソン元

国連人権高等弁務官、元アイルランド大統領）で採択され

た。日本からは唯一、当協会の垣添会長が招待され、日程

の都合で関原常務理事が代理出席した。宣言には、2020

年までの達成を目指す11の対がん目標が盛り込まれた。

主な内容は次の通り。

★地球規模で喫煙、肥満、アルコール摂取を大幅に減らす

★肝がんの一部や子宮頸がんを予防するため、必要な全地

域で対象者全員へのワクチン接種を進める

★がんに対する市民の認識を向上させ、根拠のない説や、

誤解を一掃する

★検診の推進などを通じて、さらに多くのがんが早期の段

階で診断できるようにする

★世界すべてのがん患者にとって、正確な診断、適正な治

療、リハビリ、終末ケアを受ける状況が改善される

★すべての国でがん生存率を大幅に向上させる
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学部生が参加してくれた。

がん患者さんを支援したい

という医療者の想いも伝わ

り、これからの医療の在り

方を共に考えていくよいき

っかけになったと思う。

参加された皆さんが楽し

そうに笑っている姿が、何

より心地よく、とても嬉し

かった！

各チームには、

心癒される、明

るく楽しいフラ

ッグをお願いし

た。当日の会場

の空気を元気一

杯に変えてくれ

たのは、このフ

ラッグ達だっ

た。講演会やル

ミナリエのセレ

に沢山の仲間の賛同を得

て、参加者数2000人を超

える大イベントになった。

がん経験者によるサバイ

バーズウオークを200人以

上の方が歩き、参加した

40チーム中34チームがリ

レー形式で24時間歩き続け

た。夜もチームの横断幕を

持って、元気よく歩く人々

の笑顔に、互いに励まされ、

勇気をもらった。

RFL大分には、幾つかの

こだわりがあった。

イベントのサブタイトル

は「笑顔でつなごう　命の

リレー！」文字通り、笑顔

があふれる大会になった。

リレー・フォー・ライフ

（RFL）との出会いは、３

年前。テレビに映る「癌で

もいいじゃん♪」チームの

はじける笑顔と黄色いフラ

ッグに目が釘付けになっ

た。翌年、芦屋のRFLに実

行委員として参加し、この

イベントの持つパワーとそ

こに集う人々の優しさに触

れ、勇気と希望を体で感じ

た。

少人数でも良いから、イ

ベントの趣旨を理解してく

れる仲間と集い、一緒にグ

ラウンドを歩けたら嬉しい

な。そんな小さな願いから

始まったRFL大分は、本当

「命のリレー」九州、四国で初めて開催

「笑顔でつないだ　命のリレー！」
ＲＦＬ大分実行委員長 坂下千瑞子

初のRFLとして、これ以上

望めないスタートになった。

大分市と由布市境界の丘

に広がる大分大学医学部の

グラウンドが会場で、医学

部祭と同時に開催した。こ

の場所とタイミングの選択

が、相乗効果を生み、成功

の一つの要因になった。

RFLにとっては、隣接する

学校のトイレや体育館が使

「リレー・フォー・ライ

フ（RFL）大分」は、当初

の予想を上回る２千人が参

加し、ボランティア精神と

手作り感にあふれたチャリ

ティーイベントとなった。

医師の坂下千瑞子・実行委

員長が、自らのがんを乗り

越えて昨年のRFL芦屋に参

加、その感激を胸に、仲間

と準備を進めてきた。九州

えたこと、多くの医学部関

係者、学生が関心を寄せ実

行委員会への参加者も出た

こと、入口近くに医学部祭

の模擬店がずらりと並び、

飲食の「選択肢」が大きく

広がったこと、などメリッ

トが多かった。

一方、医学部にとっても、

RFLが身近で開催されたこ

とは学生への生きた教育に

なったという。連携の一環

として、「希望」をテーマ

にしたRFLの講演が医学部

祭の企画に組み込まれ、医

師や看護師のたまごを含む

超満員の聴衆が、涙をぬぐ

いながら、大会会長の山岡

憲夫医師による「ホスピス

の現場から」や、がんと闘

う元養護教諭・山田泉さん

の「『いのちの授業』をも

う一度」などの話に聞き入

った。

地元名物「鶏飯」の即売

コーナー、きのこ汁の差し

入れ、ルミナリエの一部に

地元特産の竹が使われるな

ど、郷土色豊かなイベント

ともなった。地元マスコミ、

特にテレビ局が熱心に取材

してくれた。RFLの知名度

は大きくアップしたといえ

るだろう。

10月11日午後１時に始

まったRFLには、40チーム

が参加、ほとんどがたすき

をつなぎ、24時間歩き通

した。涙と笑いがはじけた

閉会式で、成果が発表され

た。「2070人が参加、337

万7206円の寄付が寄せら

れました」

希望、連帯感、充実感を

胸にした参加者からは、

「来年も、再来年も会いま

しょう」の声が相次いだ。

力を合わせ、整然と行われ

た後片付けを含め、見事な

運営であった。

リレー・フォー・ライフ大分

九州、四国で初めてのリレー・フォー・ライフが10月

11、12の両日にわたって大分、徳島、高知で開かれた。

モニーも、希望をテーマに

大分オリジナルを考え大好

評だった。

でも一番のこだわりは、

そこに集う皆さんに地域社

会の中で、仲間との絆を深

めてもらうことだった。大

分は特に患者さんと医療者

が手を取り合って作ったチ

ームが多く、また大勢の医



2008年11月1日 対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 5 ）

なで力を合わせて取り組ん

できた」とやはり胸を詰ま

らせながら、木箱を組み立

て大人数人がやっと乗るこ

とができる小さな手作り舞

台で、開会を宣言した。

１周200襷足らずの散策

道は緑が美しい。思い思い

のフラッグを手で持ちなが

ら歩く光景に、こじんまり

とした公園はたちまち賑わ

いを見せた＝写真。ところ

どころで立ち止まって学び

ながら楽しむクイズには地

元の中学生も大勢参加し、

大人も子供もマジック、紙

芝居など手作り感満載のプ

ログラムを楽しんだ。

徳島での開催をめざした

実行委員会には音楽好きが

高台に上ると港を出入り

する船影が美しい、徳島県

小松島市の「しおかぜ公園」

は、開幕まで１時間と迫っ

た昼前から急に人が増えだ

した。

どうしても仲間が集まる

場が欲しいと「リレー・フ

ォー・ライフ　とくしま

2008」の開催を呼びかけ

た渋谷義久さんが「小さな

一歩だが、大きなものにな

るときがきっと来る」と涙

声で挨拶し、高知とともに

四国で初めてになる催しの

幕が開いた。実行委員長の

松本雅史さんが「患者さん

には励ましになれば、一般

の方にはがんの知識を知っ

ていただければと思いみん

リレー・フォー・ライフに参加して

リレー・フォー・ライフとくしま2008を終えて
実行委員長 松本雅史

の様な田舎町でもできるの

だから、どこでも開催でき

るということを全国の皆さ

んに伝えたいという思いか

ら始まりました。

規模は小さくても心の通

ったイベントにしたいと理

想に燃えて準備を進めまし

たが、このようなイベント

を開催した経験のないメン

バーが集まっていたので、

どのように進めていけばい

いのか五里霧中でした。で

もなんとか徳島でＲＦＬを

開催したいという強い思い

と色々な方の協力をいただ

くことができたおかげで実

現することができました。

徳島でもＲＦＬの小さな

一歩を踏み出しました。ま

だ小さな一歩ですが、がん

撲滅を目指してこの歩みを

徐々に大きくしていきたい

と願っています。

準備が十分でなく当日来

場してくれた方や手伝って

くれたボランティアの方達

にかなり迷惑をかけてしま

いましたが、予想を上回る

多くの方に足を運んでいた

だけ、心配していた事故や

体調を崩す人もなく無事に

感動のフィナーレを迎える

ことができました。

最後のリレーウォークで

渋谷さんが入ってくる頃に

はみんなの目には涙がいっ

ぱいでした。その瞬間、実

行委員一同今までの苦労が

吹き飛びました。

徳島でＲＦＬを開くこと

ができるのだろうか。開催

にあたってちょっと不安も

ありました。今まで開催さ

れたＲＦＬは、開催地が都

会であり、かつ規模が大き

いものでした。でも、小さ

い規模のＲＦＬがあっても

いいじゃないか。小松島市

までになんとか地面も乾い

てくれました。どうしても

徳島でリレー・フォー・ラ

イフ（ＲＦＬ）を開催した

いという、みんなの思いが

神様に通じたと思います。

当日の朝まで降った雨も

明け方になってやっと止み

ほっとしたのもつかのま、

会場であるしおかぜ公園に

行ってみると芝生内は水浸

しでした。でも、開演時間

多かった。コースわきの広

場を中心にコンサートが続

き、夕闇とともに静かなル

ミナリエに移っていった。

２日間の参加者は1000人

に近く、徳島県総合健診セ

ンターからも検診車2台が

参加して一日に50人ずつ

肺がんと乳がんの無料検診

を行い好評だった。

リレー・フォー・ライフ徳島
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リレー・フォー・ライフに参加して

リレー・フォー・ライフ in 高知2008
実行委員会 安岡佑莉子

を」

暑い日差しの中、リレー

ウオークで襷が繋がってい

きます。寒く辛い夜も途切

れることなくリレーが続

き、患者、家族、遺族、そ

して医療関係者、行政、み

んなの思いがひとつに繋が

っていました。

最後の挨拶。松浦実行委

員長も感極まって言葉が途

切れてしまった。「ありが

とう」。来年また逢いまし

ょう、元気な姿のあなた

に。

を合言葉に苦難を乗り越

え、待ちに待ったその日、

前夜に激しく降る雨、眠れ

ないまま会場の高知大学医

学部グラウンドへ。大きな

水溜りができていたが、誰

から声をかけるともなく雑

巾を持ちグラウンドの水を

取り去り始めた。オープニ

ングセレモニーには太陽が

顔を現した。

「さあ～これから、高知

らしさを、がん患者に希望、

勇気を、その家族に癒しを、

そして遺族に哀悼と労い

上がってきている自分に気

付いていた。

早々高知で「一喜会」の

理事の役員会に謀った。

「無理、絶対無理、何を

考えちゅうが」。誰ひとり

賛成者がいなかった。諦め

ざるを得ない状況の中、次

女の結婚式の会場に顧問の

医師が現れ「安岡さん、リ

レー・フォー・ライフを開

催しょう、新たに実行委員

会を作ろう」との言葉に心

が決まった。

協力者を募って実行委員

会を設立。寄付集めに落ち

込んだり、高揚したりとの

長い時間に何度足を止めた

ことか。そんな時必ず仲間

が支えてくれた。何度とな

く背中を押してくれた。

前に進もう。10月11日

以前テレビで見たことの

あるリレー・フォー・ライ

フ、なぜか心の片隅に残っ

ていた。この高知で、いつ

の日かこの高知で。しかし

それは遠い遥か遠い日だろ

うと……。

リレー・フォー・ライフ

とは何かを知りたくて東京

のトレーニングに参加し

た。それが次第に明らかに

なるにつれ、いつの日かで

はなく、近い内に、いや今

年開催したい気持ちが湧き 「リレー・フォー・ライフ2008」は後半の３カ所
を終え、今年予定された６カ所すべて終わりました。
お力を貸していただいたみなさま、参加していただ
いたみなさま、そして一年がかりで開催を準備して
きた実行委員会のみなさま、お世話になりほんとう
にありがとうございました。来年はまた開催場所が
増えるかもしれません。今後ともこの催しを育てて
いただくようお願いいたします。

料検診してがんの相談に乗

った。

キャンドルライブ。日本

対がん協会の「ほほえみ大

使」であるアグネスチャン

さんからのビデオメッセー

ジが会場に流れる。アメリ

カ対がん協会から励ましの

メッセージが伝えられた＝

写真。ライブショーに続く

ルミナリエセレモニーで

は、全国のリレー・フォ

ー・ライフで支援演奏を続

けるサックス奏者坪山健一

さん（通称つぼけん）の力

強く透き通る音が響いた。

夜は、あちこちで語らい

が続く。病気のこと、身近

な悩み、それぞれの過去、

現在、未来を話し合ってい

高知県南国市にある高知

大学医学部グラウンドで開

いた「リレー・フォー・ラ

イフ2008 in 高知」は、同

じ日に医学部学園祭が開か

れたキャンパスと場所が近

いこともあり、大勢の若者

がリレーウォークの応援に

駆けつけた。幼稚園児によ

るマーチングバンドや琴、

口笛演奏、がん治療の専門

家や患者代表が参加した討

論会「今、私たちが考えた

い事」に続き、昼間はにぎ

やかな雰囲気の中で１周

300襷を仲間同士話し合い

ながら歩く光景が目立った。

会場の片隅には、高知県

総合保健協会から乳がん検

診車が来場し、30人を無

た。闇の舞台に置かれた無

人のテーブルを光が照ら

し、がんに携わる人々の苦

労や患者・家族の思いを朗

読するエンプティ・テーブル

が静かなひとときを演出し、

語らいは遅くまで続いた。

24時間たすきをつない

だチームが舞台でメダルを

受けて拍手を浴びた後、実

行委員長の松浦喜美夫・仁

淀病院院長が「また会うこ

とができればうれしい」と

のべ1000人が集まった催

しの最後に閉幕の挨拶をす

ると、大きな拍手が起きた。

リレー・フォー・ライフ高知
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乳がん検診タレントの山田さん、
女優の宮崎ますみさんらが受診訴え

て下さい、ということです」

と話した。

再発を明らかにした川村

さんは「今年に入って再発

が分かって、くよくよして、

悔しくて悔しくて。でもみ

んなと一緒に運動すること

で自分なりに答えを見つけ

たい。10月１日がリスタ

ート。負けていられないな、

という気持ちです」と語っ

た。

日本で新たに乳がんと診

断される人は年に４万人

で、女性は20人に１人の

確率で乳がんを発病すると

される。40代が発見のピ

ークになっている。ごく早

ピンクリボンフェスティ

バルは今年も東京都が主催

する「ピンクリボン in 東京

2008」とタイアップ。10

月１日に都庁の都民広場

で、対がん協会の「ほほえ

み大使」、歌手のアグネ

ス・チャンさんや、タレン

トの山田邦子さんらがトー

クショーに出演し、検診の

大切さを訴えた。これにあ

わせて都庁がピンクにライ

トアップされ、東京・新宿

の夜空を彩った。

トークショーに先立ち、

ピンクリボンフェスティバ

ルのシンポジウムやウオー

クに参加したアグネス・チ

ャンさん、女優の宮崎ます

みさん、山田邦子さん、ミ

ュージシャンの川村カオリ

さんの４人の乳がん体験者

と、スポーツキャスターの

荻原次晴さん、スポーツコ

メンテーターの小谷実可子

さん、シンガー・ソングラ

イターの大野靖之さんが記

者会見した。

宮崎さんは「20代から

乳がんになる方も少なくあ

りません。年に一回は病院

に足を運んで自分のメンテ

ナンスを」と検診を呼びか

けたのに続いて、アグネス

さんは「日本の女性は、家

族のことに一生懸命、仕事

のことに一生懸命、最後に

最後に自分のことです。で

も自分の体は家族にとって

も大事なんです」訴えた。

山田さんは「再発や転移

を恐れていますし、くよく

よします。でも背負ってい

る。早期発見・早期治療だ

ったから元気なんです。言

い続けたいのは検診を受け

期のうちに治療すれば約

95％が治るとも言われて

いるが、亡くなる人は年に

11323人（2007年）で、年々

増加している。早期発見に

は自覚症状のないうちから

検診を受けることが欠かせ

ないものの、マンモグラフィ

による検診の受診率は20％

程度と低いのが実情だ。

80年代からピンクリボ

ン運動が盛んになった米国

では行政、市民団体、企業

などが啓発活動を展開した

結果、受診率が上がり、生

活習慣の改善もあって死亡

率の低下につながったと言

われている。

皆さんのお力がなければ

成功し得なかったと思いま

す。私たちサバイバーと家

族の想いを理解していただ

き、本当にありがとうござ

いました。

私は皆様の励ましを糧に、

また来年も参加したいと夢

を持っています。

「夢がなければ生きられ

ません」

あの時の横断幕は病室に

ないくらいの感激を味わう

ことができました。

痛みも出ていて、途中で

ホスピスに戻らなければい

けない状態になることも考

えられましたが、リレー・

フォー・ライフに参加する

ことが目標でしたので痛み

を止めていただき、その夢

がかないました。

リレー・フォー・ライフ

を理解し、協賛して下さり、

応援してくれている皆さ

ん。一つひとつの心が……

想いが……あんなに素晴ら

しい結果を迎えることがで

きたこと、感謝の気持ちで

いっぱいです。

この度の「リレー・フォ

ー・ライフ北海道 in 室蘭」

にご協力をいただき、誠に

ありがとうございました。

当日、私は日鋼記念病院

の緩和ケアホスピスの病棟

からイベント会場へ、東京

から来た娘と向かいました。

去年の実行委員会の立ち

上げの時期は、まだ自由の

利く足で自力歩行ができて

いたのですが、ここ数年、

点滴だけで生命維持をして

いる状態で、今は歩くこと

ができず、車いすでの参加

でした。

でも、あの初めのサバイ

バーズランでは涙が止まら

リレー・フォー・ライフに参加して

リレー・フォー・ライフに参加して
緩和ケア病棟 関根加寿子

飾っています。私の中では

リレー・フォー・ライフは

まだ終わっていません。

多くの方からいただいた

「頑張って！」の声を今も

耳に闘い続けます。

すべての方々のお陰で味

わわさせていただき、すべ

てに感謝の気持ちでいっぱ

いです。本当にありがとう

ございまいした。

ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

に
参
加
し
た（
左
か
ら
）大
野
靖
之

さ
ん
、
小
谷
実
可
子
さ
ん
、
川
村

カ
オ
リ
さ
ん
、
山
田
邦
子
さ
ん
、

ア
グ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
さ
ん
、
宮
崎

ま
す
み
さ
ん
、
荻
原
次
晴
さ
ん
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の受診を呼びかけた。

ピンクリボンフェスティ

バルは、検診の受診率を高

め早期発見・早期治療で一

人でも多くの命を救うのが

目的で、対がん協会や東京

ミッドタウン、六本木ヒル

ズ、朝日新聞社などが運営

委員会を設けて主催（厚生

労働省や東京都などが後

援）し、多くの企業や市民

団体がかかわっている。

18日、女優

の宮崎ますみ

さんを迎えて

神戸ポートピ

アホテルで開

かれ、乳がん

体験者として

の宮崎さんの

トークに多く

の観客は熱心

ター（静岡県）の渡辺亨院

長が乳がんの性格に応じた

治療について講演。歌手で

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「明るくさわやか

に生きる・アグネスが見つ

めた命」と題して飢饉に見

舞われたアフリカを訪ねた

時のこと、乳がんを見つけ

手術し治療を続けているこ

となどを語った。

このあと乳がん患者の会

「あけぼの会」のワット隆

子会長をコーディネーター

に、聖路加国際病院の中村

清吾乳腺外科部長を交えて

討論。最後にアグネスさん

が、がん征圧推進運動のテ

ーマソングにもなった「こ

の良き日に」を披露した。

神戸ではシンポジウムが

乳がん月間の10月、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。

（７面に関係記事）

東京では10月４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。12

キロと６キロの２つのコー

スに、昨年を400人上回る

計約5700人が参加。タレ

ントの山田邦子さんらも一

緒に歩いて乳がん征圧を訴

えた。（写真）

５日には有楽町朝日ホー

ルでシンポジウムが開かれ

た。浜松オンコロジーセン

乳がん 早期発見・早期治療訴え
ピンクリボンフェスティバル

に聞き入っていた。19日

には神戸市の東遊園地でス

マイルウオークがあり、

4000人近くの参加者が10

キロと５キロのコースに分

かれ、それぞれのペースで

歩いた。

仙台では25日、勾当台

公園でスマイルウオーク。

神戸と同様に10キロと５

キロのコースに分かれて市

内を歩きながら乳がん検診


