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る」と開会の言葉

を述べ、箱島信一

理事長が「がんは

克服可能な病とな

ったが、がんで亡

くなる方はここ数

年30万人を上回

っている。協会へ

の期待や役割は大

きい」とあいさつ

した。

渡辺孝男・厚生

労 働 副 大 臣 が

「様々な団体、企

日本対がん協会（垣添忠

生会長）は創立50周年記念

の式典を11月７日、東京・

有楽町マリオンの有楽町朝

日ホールで開いた。対がん

協会の活動に貢献した市民

３人と企業６社に感謝状を

贈呈した。アメリカ対がん

協会のジョン・セフリン会

長が記念講演し、連携を一

層深めて「日本から米国か

らそして世界からがんによ

る苦しみをなくしていきた

い」と述べ、日本対がん協

会に50周年記念パネルを

贈った。続くシンポジウム

では、がん対策基本法の下、

対がん協会に様々な期待が

寄せられた。（２、３、４、８

面に関連記事）

式典には、個人や企業、

対がん協会の支部の関係者

ら約320人が参加。垣添会

長が「50周年を節目にが

ん検診、禁煙活動、がん経

験者と家族の支援などの活

動をさらに強力に展開す

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　アメリカ対がん協会長が記念講演
３～４面　日本対がん協会創立50周

記念シンポ
５面　がん普及啓発懇談会スタート
６～７面　リレー・フォー・ライフに

参加して
８面　杉山愛さんが４年連続で寄付

盛大に50周年記念式典

し、垣添会長が一人ひとり

に感謝状を手渡した。

代表してアフラックの外

池社長が「がん対策は国を

挙げての最優先プロジェク

ト。アフラックも昭和49

年に日本で初めてがん保険

を発売した会社として、が

んと闘う人たちに少しでも

役立つ商品を提供し、啓発、

早期発見、早期治療に向け、

社を挙げて努力を続ける」

とあいさつした。

３人に、垣添会長が感謝状

を贈った。

企業の部は６社。アフラ

ックの外池徹社長、エイボ

ン・プロダクツの岡修代表

取締役、大鵬薬品工業の西

山直孝取締役医薬学術本部

長、三菱東京ＵＦＪ銀行の

平野信行専務取締役、ラル

フローレンジャパンの矢部

勝己バイスプレジデント、

ワコールホールディングス

の桂一朗執行役員が登壇

業、個人の草の根の支援が

対がん協会の活動を支えて

きた。対がん協会はわが国

のがん対策に重要な役割を

担っている。厚労省として

も連携を図りながらより一

層がん対策を推進していき

たい」と祝辞を述べた。

続いて感謝状の贈呈。個

人の部では、有賀春樹さん

（東京都江戸川区）、砂本清

一郎さん（同練馬区）、森

村武雄さん（同品川区）の

多大な貢献された３氏、６社に感謝状
対
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日米連携深め がん征圧へ

が
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ジョン・セフリンアメリカ対がん協会会長が特別講演
用対効果が高い。環境を変

えてよりよい活動をし、正

しいものを食べてもらう、

禁煙をすすめる、子どもた

ちに教育を行って中毒にな

らないようにする。どれも

がんの罹患率、死亡率を大

きく減らすでしょう。

エイズ、マラリア、結核

……これらはＧ８で議論

されています。がんで亡く

なる人はこの３疾患による

死者よりも多いのにＧ８の

アジェンダに入っていな

い。政治家にがんの問題を

伝えなければなりません。

私たちの活動で「リレ

ー・フォー・ライフ」は中

心的なものと位置づけられ

ています。自分を、家族を

がんから守るには、ほかの

人たちのために何をしたら

いいのか、がんの問題への

答えを見出すための様々な

活動が、「命のリレー」を

通して行われています。

最後にたばこ対策です。

過去一世紀の間、たばこに

より世界で１億人が亡くな

った。ここできちんと介入

しなければ、これからの一

世紀に10億人が亡くなる

と予想される。だからこそ

日本対がん協会もたばこ規

制を進めているわけです。

がんは最も大きな健康問

題です。でも私たちの手に

は知識がありノウハウがあ

る。がんのコントロールは

見果てぬ夢でなくなってい

る。日米が力を合わせ、日

本から米国から、そして世

界から、がんによる苦しみ

をなくしていきたい。

しかも死の前に長い長い苦

しみがある。

46年に研究プログラム

を始め、がんを理解するた

めに42人の研究者に研究

費を提供しました。その人

たちがノーベル賞を取りま

した。現在、分子標的療法

や骨髄移植などいろいろな

治療が可能になりました。

ただ、単に実験室で技術

が開発されるだけでは不十

分です。医師が使ってくれ

なくてはいけない。１人の

医師に、医師を教育しない

といけないと言われまし

た。研究の成果が生かされ

るように医療慣行を変える

ことも必要なのです。

アメリカではがんの死亡

率は91年から下がってき

ました。50万人の命を救

えた計算です。やっと私た

ちは命を救う仕事ができる

ようになったといえます。

どれだけ進歩したか。ま

ず発がんの機序がわかって

きた。２番目に、がんは半

数以上か60％、もしくは

70％、知識を応用すれば

予防できる。ほとんどのが

んによる苦しみ、死亡は予

防できるわけです。

しかし、対策をとらなけ

れば、がんは世界で2010

年までに、アメリカでは

2018年に最大の死因にな

ると予測されます。がん撲

滅のためにはまず早期発見

です。次に予防策を公衆衛

生政策や医療に組み込まな

ければいけない。「誰もが

がん検診・治療を受けられ

る」ことも重要です。

予防策の多くはとても費

日24時間、１年365日、海

外からを含め日に３千人以

上の人が電話をしてきま

す。ウェブサイトに出版物

もあります。でも一つの組

織ですべての人のための活

動はできません。ネットワ

ークを作っています。

電話がかかってきたら、

がん情報の専門家がコンピ

ューターを使い、例えばミ

ズーリからの電話にはミズ

ーリにはこういう患者団体

があるとか、こんな団体が

あると紹介しています。

日本対がん協会もそうで

すが私たちアメリカ対がん

協会は、政府ができない、

または政府がやってはいけ

ない、そういう部分を埋め

る活動をしています。

ホープロッジ活動は、遠

いところで先進的治療を受

ける患者や家族に宿泊施設

を提供しています。全国

26ヵ所。５年で２倍にし

ようと考えています。退職

した人が通院する患者をボ

ランティアで送り迎えする

プログラムもあります。

私たちの組織が設立され

た1913年当時、がんの診

断は「死の宣告」でした。

日本対がん協会創立50

周年記念式典では世界のが

ん征圧運動のリーダー的存

在であるアメリカ対がん協

会のジョン・セフリン会長

が記念講演をした。

◇

日本対がん協会の各支部

は毎年1100万人の検診を

してきた。実にすばらしい

業績です。さらに情報提供、

患者さんのためのサービ

ス、禁煙活動……とても

重要な使命です。私の組織

アメリカ対がん協会と同じ

です。がんをなくすことは

公衆衛生上、非常に大きな

課題です。予防、原因究明、

苦しみからの解放。それを

達成するには絶え間ない努

力が欠かせません。

私たちはいろいろ討論し

て目標を決めました。

2015年までに、50％死亡

率を減らす、25％発症率

を減らす、そしてＱＯＬ

（生活の質）改善する。

忘れてはならないのは、

がんは診断と同時に情報や

サポートが必要だというこ

とです。その仕組みを作り

ました。がんの情報を提供

するコールセンターには１
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対がん協会に高まる期待と責任
－記念シンポジウムで熱い討論－

がいて、その数は年々増え

ています。患者は疎外感や

再発の不安など様々なスト

レスを感じます。39歳で

がんを患い６回手術を受け

た私もそうでした。研究や

啓発も重要ですが、患者支

援活動を広げ、国民に不可

欠の組織にならなければ対

がん協会の存在意義はあり

ません。

祖父江部長 「死亡率減

少につながるがん検診」

ＷＨＯの提唱で、各国で

作られているがん対策では

罹患・死亡の減、患者・家

族のＱＯＬの向上が共通し

ています。わが国のがん対

策推進基本計画も「死亡率

の20％減」を掲げていま

す。自然減が10％。残り

のうち3.9％は検診受診率

を50％に上げて達成する

という試算です。それには

有効性の確立した検診をで

きるだけ多くの人に受けて

もらうことが重要です。検

診を提供する仕組みと、周

知をする仕組みが欠かせま

せん。

上田局長 「わが国のが

ん対策」

がん対策基本法の下、患

者さんに入ってもらって議

論してがん医療を進めてい

くのが基本です。国なり都

道府県が連携し、予防、早

期発見、均てん化などを総

合的に進める。放射線療法

や化学療法、緩和医療の体

制整備、新薬の承認の短縮

も重要です。最大の目標は

がん死を20％下げること、

基本法ができた根底には、

がん対策にしっかり取り組

んでほしい、という国民の

日本対がん協会は創立

50周年記念式典に引き続

いてシンポジウム「がん征

圧50周年 さらなる挑戦へ」

を開いた。垣添忠生会長の

司会で、関原健夫・日本対

がん協会常務理事、祖父江

友孝・国立がんセンターが

ん対策情報センターがん情

報・統計部長、上田博三・

厚生労働省健康局長、門田

守人・日本癌治療学会理事

長が、日本対がん協会の役

割、今後の展開などをめぐ

って討論した。

【 講 演 】

垣添会長　「がん征圧

50周年　さらなる挑戦へ」

我が国のがん検診は、60

年に東北大学の当時の黒川

利雄教授が「病院で待って

いると進行がんしか診られ

ない」と地域に乗り出し、

検診車による巡回で胃がん

検診を始めたのが最初で

す。世界的にも先進的な取

り組みでした。対がん協会

の主な事業も検診でした。

これからは検診に加え国の

がん対策を民間から補完す

る立場で、患者相談のホッ

トライン、情報提供、国際

協力などに力を入れ、リレ

ー・フォー・ライフといっ

た活動を通じて患者や家族

を支えていきたい。

関原常務理事 「患者が

期待する日本対がん協会の

患者支援活動」

対がん協会が2000年に

禁煙、検診に加え運動指針

に患者・治癒者のケアを打

ち出したのは画期的でし

た。日本では年に60万人

ががんに罹患し、400万～

500万人の闘病者・治癒者

で、それががんを含めて日

本の医療全体を良い方向に

引っ張ることにもなる。

門田 医師、行政、対が

ん協会、がん医療に関係す

る我々は急いで意識改革を

する必要がある。患者さん

の方が進んでいる側面もあ

る。

垣添 死亡率減少にはた

ばこ対策は重要です。

祖父江 未成年の禁煙も

大事だが効果が出るのはず

っと先。成人への対策が重

要。たばこを止めやすくす

る環境整備が欠かせない。

垣添 検診は国の目標で

は50％以上ですが、かな

り低いのが実情です。

祖父江 実は検診受診率

の実態がよくわかっていな

い。本来は対象者名簿を作

って個別に受診勧奨しない

と受診率は上がらない。

関原 国は計画を作って

あとは地方、ではいけない。

財政力の弱い地方もあり、

基本は国の仕事では。

祖父江 対策はどうして

も財政の制約を受ける。た

だ民間でできる部分は民間

で。何でも国任せにはでき

ないだろう。基礎研究や検

診は国が行うべきだと思い

ますが、きちんとしたすみ

分けが必要だ。

気持ちがある。制度や計画

ができたらおしまいという

ことではいけない。

門田理事長　「がん治療

における学会の役割～過

去・未来～」

がん医療は進んでいる。

５年生存率はこの40年で

倍に上昇した。治すだけで

なく、患者さんの痛みも少

なく、傷の小さい手術も開

発されています。一方で地

域や診療科によって格差が

あり、情報も伝わらず、悪

化したら「うちではできな

いから」と、「がん難民」

を生む事態も指摘されてい

ます。いま受けている治療

が正しいのか、という患者

さんの不安をぬぐうのに何

ができるか、腫瘍医として

真剣に考えなければいけな

い時代です。

【 討 論 】

垣添 患者・家族と医療

従事者が手を組んでがん対

策に取り組む時代です。

関原 いろいろな活動を

している患者団体のブリッ

ジの役割を日本対がん協会

が果たせると患者の声がも

っと行政や政治に反映でき

る。

上田 患者さんの様々な

動きは日本のがん医療への

批判でもある。改善が必要
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賢くがんと向き合うには
公開シンポジウム

ていない人もいる。モルヒ

ネという言葉が問題なのか

も知れない」と指摘。江口

教授は「緩和ケアを勧めら

れるケースの多くは、いわ

ば治療の仕切りなおし。状

況に応じて抗がん剤や放射

線治療をすることもある」

と話した上で、「中毒には

なりません」と答えた。

大松さんは「痛みの相談

も増えている。ただうまく

痛みを伝えられないという

人も多い」と痛みを客観的

に伝える難しさを話した。

次に家族の支援に関し

て、上田教授は「患者さん

が１人で病気に立ち向かわ

ないようにするのが大事。

話を聞いてあげるのも大切

で、患者が支えてもらって

いると感じることが、治療

もスムーズに進む」と話し

たのを受け、垣添会長は

「関係者による同じ情報の

共有は非常に大事なことで

す」と述べた。

大松さんは「相談電話の

４割は家族から。普段通り

接しながら温かく見守るこ

とが大切です。患者の食が

進まなくても、せっかく作

ったんだから、ではなく、

食べたくなったら食べて

ね、といったように接して

ほしい」とアドバイス。岸

本さんは「まず頭を整理す

る、二つ目は心を整理する、

そして医師を見方につけ

る。この三つが賢くがんと

向き合うために必要ではな

いでしょうか」と話した。

と、先生は、この人は、わ

かっていないんだな、とわ

かる」とアドバイス。平川

教授は「手術の説明などに

は本人だけでなく、家族や

親しい方と一緒に聞いてほ

しいですね」と話した。

「診察時間は短いので事

前に質問をまとめておくと

いい」（大松さん）、「質問

をメモに書きとめ、自分で

聞けないなら看護師さんに

渡しては？　それで怒られ

たっていいじゃないです

か。自分の命にかかわるこ

とですから」（岸本さん）

という意見に、上田教授は

「そうすれば私たちも助か

ります。戸惑いは当然なの

でためらわないで治療はど

んな段階なのか医師も患者

も互いに理解してほしい。

誤解が誤解を生みかねませ

ん」と話した。

セカンドオピニオンにつ

いて、「主治医に言い出し

にくいという質問が多い」

と大松さん。上田教授は

「こういう質問があること

自体が間違いです。セカン

ドオピニオンを拒否する医

師は、がん医療に欠かせな

いチーム医療ができていな

いというのが常識になって

いる。遠慮なく質問して下

さい」と述べた。

緩和ケアに関して「痛み

を抑えるモルヒネは中毒に

なりますか」という質問が

あった。

垣添会長は「モルヒネを

使えば楽になるのに、受け

系研究科の平川弘聖教授

（腫瘍外科）は「外科医の

立場から～からだにやさし

い外科治療」をテーマに、

まず「日本のがん治療は決

して欧米に劣らない」と説

明した後、患者の体への負

担の少ない腹腔鏡や内視鏡

を使った治療の広がりを紹

介。「それを受けるには早

期発見が重要。生活の質も

向上するし、医療費削減に

もつながる」と話した。

「緩和ケアの立場から～

がん治療に欠かせない緩和

ケア」をテーマにした帝京

大学医学部の江口研二教授

（内科学）は「緩和ケアと

いうと終末期の苦痛の除去

ととらえられがちだが、終

末期だけではない。がんと

わかった段階から緩和ケア

が始まる」と指摘。緩和医

療にかかわる人材の育成に

触れつつ、「地域ぐるみで

緩和医療の態勢を作りた

い」と話した。

第２部「賢くがんと向き

合うためのＱ＆Ａ」では、

エッセイストの岸本葉子さ

ん、対がん協会の患者支援

担当マネジャーで社会福祉

士の大松尚子さんが加わ

り、垣添会長がコーディネ

ーターになって、対がん協

会に寄せられる相談や質問

を紹介しながら討論した。

最初は「医師とのコミュ

ニケーション」。

まず岸本さんが「診察室

にはメモと鉛筆を持って入

る。わからない言葉でもと

にかく書きとめ、帰ってか

ら調べる。書くのが止まる

日本対がん協会は創立

50周年を記念した公開シ

ンポジウムを朝日新聞社と

ともに11月９日、東京都

江東区の東京ビッグサイト

で開催した。共催は第67

回日本癌学会学術総会と第

46回日本癌治療学会総会。

両学会の開催に合わせた名

古屋でのキャンサーウイー

ク2008の東京版との位置

づけで、厚生労働省、日本

医師会が後援し、アフラッ

クなどが協賛した。

シンポジウムは２部構成

で、１部では４人の専門家

が講演した。

垣添忠生・対がん協会長

は「２人に１人ががんにな

る時代を迎えて～がん対策

の今」と題して講演。「が

んの原因にはたばこや食事

など生活習慣が75％かか

わっている。生活習慣の改

善とがん検診受診が私たち

の責務」と指摘した上で、

対がん協会の活動として

「がん相談を拡充させてい

きたい」と述べた。

「腫瘍内科医の立場から

～がん薬物療法の最前線」

と題して講演した名古屋市

立大学大学院医学系研究科

の上田龍三教授（腫瘍・免

疫内科学）は、分子標的治

療薬という、がん細胞に的

を絞った抗がん剤を紹介。

「がん難民」にならないた

め「かかりつけ医をもち、

検診を受け、がんになった

ら主治医とコミュニケーシ

ョンをしっかりとるととも

に、セカンドオピニオンを

利用し納得して治療を」と

アドバイスした。

大阪市立大学大学院医学

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
日
本

対
が
ん
協
会
に
寄
せ
ら
れ
た
電
話

相
談
を
も
と
に
討
論
し
た

相談もとに論議
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及啓発活動を進めたい」と

あいさつした。

この日は初会合というこ

ともあり、各メンバーは自

由な形で発言した。

グループ・ネクサスの天

野慎介理事長は「会を作る

時、がんという言葉を名前

に入れない、とみんな一致

した。地域によっては言い

にくいという風潮がある。

科学的根拠に基づいた発信

が重要だ」と指摘した。

日本対がん協会の塩見知

司理事・事務局長は、支部

が実施している検診の受診

率が上がらないと実情を説

明するとともに、ヒトパピ

ローマウイルスが原因とな

る子宮頸がんに触れ、「ワ

クチンを導入し、検診とあ

わせれば子宮頸がんによる

死亡を100％防げるのでは

ないか」と述べた。

タレントの山田邦子さん

は自身の乳がん体験を元に

「早期発見・早期治療できた

厚生労働省の「がんに関

する普及啓発懇談会」の初

会合が10月24日、東京・

港区の虎ノ門パストラルで

開かれた。がんの情報は新

聞やテレビ、書籍、インタ

ーネットなどで紹介はされ

ていても、「検診を受ける」

という行動になかなかつな

がらず、検診受診率は上が

っていない。がん対策基本

計画が掲げる受診率50％

以上の実現に向け、懇談会

は行動につながる普及啓発

のあり方を検討する。

懇談会は、がんの知識の

普及啓発に取り組む有識者

ら９人（表）で構成。まず

座長に中川恵一・東大病院

准教授（緩和ケア診療部長）

を選んだ。

会合では、渡辺孝男・厚

生労働副大臣が「検診の受

診率が低いのは残念なこ

と。国民ががんとはどのよ

うなものか、正しく知る必

要がある。有効で的確な普

メンバーのみなさん
日本テレビアナウンサー▽

永江美保子・アフラック営

業教育部がん保険推進課長

▽中川　恵一・東京大学医

学部付属病院准教授、緩和

ケア診療部長▽山田　邦

子・タレント▽若尾　文

彦・国立がんセンターがん

対策情報センター長補佐

天野　慎介・特定非営利活

動法人グループ・ネクサス

理事長▽衛藤　隆・東京大

学大学院教育学研究科健康

教育学教授▽兼坂　紀治・

社団法人日本広告業協会専

務理事▽塩見　知司・財団

法人日本対がん協会理事・

事務局長▽関谷亜矢子・元

から皆に支えられながら元

気になることができた」と

話したうえで、「受診率が

低いことにがっかりします。

テレビ、ラジオ、イベントな

どで検診のことを言ってい

るけど、まだ行っていない

人がいる。２人に１人がが

んになる時代。私もまさか、

と思いましたし、がんイコ

ール死というイメージがあ

るので公表しないようにと

も言われました。自身、こ

の世の終わりか、と思った

こともあります。これも間

違い。変えていかなければ

いけません」と指摘した。

がんの正しい知識は、子

どものうちから身につける

必要があることから、会合

では文部科学省の担当者か

ら、小中高校での「がん教

育」について説明。「喫煙

をはじめ、生活習慣とがん

について教えるように指導

している」と話した。

中川座長は「米国の子ど

もはがんのことを習ってい

る。ウイルスと子宮頸がん

のことを知っている。がん

にならない生活をしても、

がんになるときはなる。じ

ゃあどうするか。早期発見、

早期治療が重要になる。生

活習慣に重きを置きすぎる

と、私はがんにならない、

ということになってしまわ

ないか」と話した。

検診の受診につながる啓発は…
～厚労省のがん普及啓発懇談会スタート～

◇死亡数（人口動態統計、2007年）
総数33万6468人（全死因の30.4%）
男性20万2743人（全死因の34.2%）
女性13万3725人（全死因の25.9%）
→日本人の3人に1人ががんで死亡
※がんは加齢により発症リスク増
→粗死亡率数は増加傾向（高齢化の影響）
→ただし年齢調整率で比較するとほぼ横ばい
※がんの種類が変化している

◇罹患数（地域がん登録　全国推計値、2002年）
男性33万9650人
多い部位：①胃②大腸③肺④前立腺⑤肝臓
女性24万9643人
多い部位：①大腸②乳房③胃④子宮⑤肺
※男女とも上位5部位のがんで、全がん患者の６
割以上を占める

◇生涯リスク（国立がんセンターがん対策情報セン
ターによる推計値、2001年）
男性49% 女性37%
→日本人男性の2人に1人、女性の3人に1人が
がんになる

◇受療・患者（患者調査、2005年）
継続的な医療を受けている人は142万人
調査日に入院中の人は14万4900人、外来受診し
た人は14万100人
１日に28万5千人が受療（全受療の3.3%）、平均
診療間隔は11.6日

◇がん医療費（国民医療費、2006年）
２兆4836億円
※一般診療医療費全体の9.9%

がんに関する統計
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リレー・フォー・ライフに参加して

ＲＦＬ徳島2008を終えて
徳島県総合検診センター総務課長 矢野隆生

星座よりも　輝いて　生き
て行こうよ
君の心を　心配するすべて
の
鎖を断ち切って　悲しいこ
ともあるけど
自分の運命を　嘆くよりも
勇気と希望の　灯をともそ
うよ
空よりも　広く　大地より
も大きく
星座よりも　輝いて　生き
て行こうよ

ング「生きて行こうよ」

（作詞・渋谷義久＝発起人、

作曲・朝田佳男＝実行委

員）を紹介します。

固く閉ざした　心の扉を
みんなと一緒に開こうよ
つらい日もあるけど
勇気を出して　向かって行
こうよ　
大地の豊かな　恵みのよう
に
空よりも　広く　大地より
も大きく

いただけるように計画して

参りました。

当日は幸運にも前日より

の雨も上がり、地元の中学・

高校生をはじめ多くの若い

人たちの参加・協力を得て

患者さんやサバイバーに優

しい集まりができたのでは

ないか、と思っています。

閉会にあたっては阿波踊

りを先頭にしてトラックを

１周しました。よしこ（阿

波踊り）のリズムにのって

歩いていますと、若い人た

ちの力でがんは近い将来無

くなっていくのではないか

と期待を抱くほどのパワー

を感じました。来年もよろ

しくお願いします。

最後にＲＦＬ徳島応援ソ

10月11、12の両日にわ

たったリレー・フォー・ラ

イフ徳島2008が無事終了

できました。ご支援をいた

だきました皆様に感謝いた

します。

開催にあたって、アメリ

カの理念そのままに徳島で

実施することは難しく、徳

島は「徳島らしく」、とい

うことになりました。参加

費は無料とし、代わりにチ

ャリティライブを10回ほ

ど開いて資金づくりを行い

ました。ＲＦＬ徳島は、応

援ソング「生きて行こうよ」

で歌われているように、患

者さん、そしてその患者さ

んを応援・支えてくれう皆

さんに勇気と希望を持って

去年の懐かしい顔、期待いっぱいの
新たな顔……１回目と違った感動
リレー・フォー・ライフ芦屋　実行委員長 大隅憲治

こそ、また違った感動が得

られた。

今年の芦屋大会の最大の

特徴は、地元の方々やボラ

ンティアの方々、一般市民

参加が増えたことだった。

これまでがんに関心が低か

った方々が、リレー・フォ

ー・ライフを通じてそれぞ

れの立場から出来ることに

取り組もうとして下さった

ことだった。リレー・フォ

ー・ライフの理想は「がん

患者・家族・市民・医療従

事者・行政・企業など多数

の想いを一つにし、社会全

体でがんと向き合う世の中

を目指すこと」だ。全国で

リレー・フォー・ライフが

もっと身近な存在になり、

がんで苦しまなくてもすむ

世の中への一助になれば素

晴らしいと思う。

そんな僕たちを後押し下

さったのが、沢山の応援し

て下さる方々だった。地元

の方々は「リレー・フォ

ー・ライフの意義は参加し

て初めて分かった。来年こ

そお手伝いしたい」とおっ

しゃって下さり、ボランテ

ィアの高校生も「ルミナリ

エのメッセージを読み、命

の大切さを考えさせられ

た」という嬉しい声を寄せ

てくれた。そして何よりも

全国の実行委員会の仲間

達。同じ想いと悩みを共有

し、励ましあいながら準備

をすることで、関西のメン

バーも新たな勇気をもらう

ことができた。

そうして迎えた本番。去

年に続いて参加して下さっ

た方の懐かしい顔。新しい

方の期待に満ちた顔。去年

とは違う苦労があったから

のメッセージを頂き、スタ

ッフも写真やビデオを見て

は余韻に浸っていた。けれ

ど時間が経つにつれ燃え尽

き症候群のようになり、本

当に継続できるのだろう

か？　と不安が大きくなっ

ていった。

２回目のリレー・フォ

ー・ライフ芦屋は、１回目

とはまた違った難しさがあ

り、感動がある大会だった。

昨年の芦屋大会の感動の

フィナーレから、あっとい

う間の１年だった。終了直

後は、全国から沢山の感動
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がん体験者に美容セミナー
資生堂と対がん協会

日本対がん協会は資生堂

と共に、がんと闘病中の人

や体験した人を対象にした

美容セミナーを11月13日、

東京・有楽町の有楽町朝日

スクエアで開催した。化粧

の工夫やスキンケアなど、

ふだんの生活上の悩みにつ

いて、専門のアドバイザー

が実際に眉を描くなど、丁

寧に指導した。

来年１月、２月にも開催

を計画しており、参加者を

募集している。

13日のセミナーには、

抗がん剤治療を受けている

生日本対がん協会会長、ア

メリカ対がん協会代表のあ

いさつに続き、実行委員長

三浦秀昭さんの開会宣言で

スタートです。

最初の１周は「サバイバ

ーズウォーク」。サバイバ

ーの手形が押されたサバイ

バーズフラッグを手に、１

周400ｍのトラックをみん

ながにこやかにゆっくりと

長い時間を、たすきを繋げ

ながら一人ひとりの思いも

繋げていく。長かった準備

期間を振り返りつつ、そん

な思いを強くした２日間で

した。

中田宏横浜市長、小野義

博神奈川県副知事、垣添忠

９月14、15の両日わた

り、約50チーム、2,400人

が参加して横浜市の日産ス

タジアム小机フィールドで

開かれた「リレー・フォ

ー・ライフ横浜」。がん克

服のために多くの仲間が一

堂に会し、24時間という

リレー・フォー・ライフに参加して

１人ひとりの思いいっぱいのリレー
かながわ健康財団がん対策推進本部 芦邊祐子

歩いて行きます。

続いてサポーターらのチ

ームです。写真を胸にした

人、手作りのチームフラッ

グを掲げた人、扮装したり、

着ぐるみを着たり、思い思

いのスタイルでリラックス

してのウオークです。

バンド演奏、クイズ、

「よさこい」メンバーのパ

ワーあふれるダンスなどが

披露されたほか、がん予防

啓発や絵本の読み聞かせな

どのブースも設けられてい

ました。

夕暮れ。様々な思いが綴

られたルミナリエバッグに

火が灯され、暖かな明かり

に浮かび上がる中で夜を徹

してリレーが行われまし

た。ラストウオークは、サ

バイバーを先頭に笑顔をた

たえての行進でした。

た。

眉で顔の印象は大きく変

わる。とくに、抗がん剤治

療は長期に及ぶため、「外

出はもちろん、宅配便の受

け取りすら、気後れしてし

まう」と、閉じこもりがち

になってしまう。

セミナーではまず、基本

的な眉のバランスをテキス

トに沿って学習した。次に、

一人ひとりの脱毛状態を見

つつ、本人の希望に応じて、

自分らしく描く方法や商品

選択方法を学んだ。

まつ毛が抜けた場合に

は、アイラインを入れると

目元がはっきりするなど、

ちょっとの工夫で豊かにな

った面持ちを、鏡をのぞき

込んで実感していた。

今春も４回、同様のセミ

ナーを開催。今回のセミナ

ーのプログラムは春の参加

者から聞いた意見を元に、

より一層、役立つように検

討した。

今後予定しているセミナ

ーのテーマと日程は次の通

り。時間はいずれも午後２

時から。有楽町朝日スクエ

アで開催する。

参加希望者は、日本対がん

協会（電話03-5218-7070）

資生堂係までお問い合わせ

ください。

◇

・2009年1月21日（水）

「眉・まつ毛の描き方」

・2009年２月19日（木）

「ハンドケア」

（写真はモデルです）

患者ら３人

が参加し

た。眉が薄

くなった

り、まつ毛

が全くなく

なったりす

るなどの悩

みを抱えな

がら日々を

過ごしてい
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杉山愛さん ほほえみ基金に70万円
４年連続の寄付

乳がんなどの検診も受けて

いる。がんになった外国の

選手のために、他の選手た

ちと一緒に支援活動をし、

感謝状を贈られたこともあ

る、という。

杉山さんは、年が明けると

オーストラリアへ。新たな

シーズンに挑む。

グランドスラムの連続出

場の記録もかかっている杉

山さんは健康に気をつけ、

は夏ごろから世界のトップ

クラスの選手にも勝つこと

ができ、心身ともに充実し

た年だった。１年間フルに

いい時間だった」と振り返

ってから、「来年はもっと

高額の寄付ができるので

は、と自分でも期待してい

ます」と笑顔で話した。

杉山さんが寄付を始めた

のは、「何か自分で社会に

お返しができないか」考え

たから。「現役を続けてい

くことの大切さを思い」１

勝ごとに積み上げる形にし

た、という。

「シーズンが始まる時に

は、今年が勝負、と思って

いる。納得のいくプレーが

できると思える限り、テニ

スをやりきりたい」と話す

女子プロテニス選手の杉

山愛さんが今年も、日本対

がん協会の「乳がんをなく

す　ほほえみ基金」に寄付

をした。杉山さんは05年

から、そのシーズンの公式

戦１勝につき１万円をほほ

えみ基金に寄付している。

今年は単複合わせて70勝

で、寄付額は70万円。昨

年より10勝多く、この４年

で最多だった。これで寄付

の合計は261万円になった。

杉山さんは11月25日に

対がん協会を訪れ、寄付の

目録を箱島信一理事長に手

渡した。対がん協会は杉山

さんに感謝状を贈った。

杉山さんは「ここ３年ほ

どモチベーション探しに苦

労した年もあったが、今年

対
が
ん
協
会
の
箱
島
理
事
長
に
寄
付
の
目
録
を
手
渡
す

杉
山
愛
さ
ん

式典では日本対がん協会の「ほほえみ大
使」アグネス・チャンさんのビデオメッ
セージも流された

アメリカ対がん協会のジョン・セフリン会長（右）から記念パネ
ルを贈られる日本対がん協会の垣添忠生会長（中）と箱島信一理
事長（左）

「がんの啓発、早期発見、早期治療に向け、社を挙げて努力を
続ける」とあいさつをするアフラックの外池徹社長

レセプションでは朝
日新聞社の秋山耿太
郎社長が乾杯の音頭
をとった

◆ 日本対がん協会創立50周年記念式典写真集 ◆


