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がんと闘っています

報告書
がん研究支援



報告と御礼
実行委員長　上村眞由

医療機関の方々から、「がん検診者数が減少している。」との情報を受けました。多く
の人々がコロナウイルスの感染を恐れ、がん検診を後回しにしている。自覚症状が出てか
ら医療機関を訪れた時には、がんの症状が進行しステージが上がっている。がんは、早
期発見をすれば90％完治する程に、その医療は進化しているのに。がん大国という汚名
を返上するには、がん研究支援だけではなく、早期発見を呼び掛けなければならない。
そんな思いを持って、前回から半年後の「第27回生命の駅伝」も新型コロナウイルス感
染症禍で実施しました。
参加者には2週間の健康チェック表記入をお願いする・当日のドクターチェック・マスク
着用など可能な限りの感染症防止対策をとって実施する計画となりました。
しかし、直前に、三重県内に新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置が適用

され、やむなく12市町での実施を中止し17市町での実施となりました。加えて、梅雨時の
激しい雨高温多湿の中でのRUNは、なかなか厳しいものでした。がしかし、「がん研究を
支援したい！」「がん患者やその家族を励ましたい！」という熱く揺るぎない思いで、全員
走破しました。
県民の皆さんからも、予想以上の募金を頂きました。終了後2週間を経て、参加者の体

調不良の報告はありませんでした。
ここにご報告と御礼申し上げます。

活動 拠点活動
ロード活動

1日　国立大学法人　 三重大学（附属病院教育棟）
7日（三重県内17市町）
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RUN実施前診察医師

5月 27日 （三重大学医学部附属病院）　 大井正貴　三重大学医学部附属病院　中央手術部

31日 （紀宝町役場）　 加藤弘幸　紀南病院長

6月 1日 （JR 熊野市駅）　 白石泰三　桑名総合医療センター　副理事長

2日 （大紀町役場） 下村　誠　三重中央医療センター　副院長

3日 （志摩市民病院）
（度会町役場）

江角浩安　志摩市民病院
東山浩敬　東山胃腸科内科　院長

4日 （県伊勢庁舎） 江角浩安　志摩市民病院

6日 （松阪市飯高振興局波瀬出張所）
　　　　　　　　　　　　　　 

太田正隆　おおたクリニック　院長
東山浩敬　東山胃腸科内科　院長
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２４日月

２５日火

２８日金

３１日月

２日水

６日日

１日火

菰野厚生病院 ▶ 菰野町役場 ▶ いなべ総合病院 ▶ いなべ市役所 
▶ 東員町役場 ▶ 木曾岬町役場 ▶ 桑名市総合医療センター

桑名市役所 ▶ 朝日町役場 ▶ 川越町役場 
四日市羽津医療センター ▶ 市立四日市
病院▶四日市市役所 ▶ 三重県立総合
医療センター

ハイトピア伊賀 ▶岡波総合病院 ▶
伊賀市役所・三重県伊賀庁舎 ▶ 
伊賀市立上野総合市民病院 ▶ 
名張市役所 ▶ 寺田病院 ▶ 名張市立病院

松阪市飯高振興局波瀬出張所 ▶ 道の駅
「飯高」 ▶ 道の駅「茶倉」 ▶ 大石不動院 ▶
中部台運動公園

紀宝町役場 ▶ ウミガメ資料館 ▶ 紀
南病院 ▶ 御浜町役場 ▶ 道の駅熊野・
花の窟 ▶ 三重県熊野庁舎
▶ 熊野市役所

大紀町役場 ▶ 大台町役場▶ ( 株 ) 大松
サービシーズ ▶ 万協製薬株式会社▶ 多気町
役場 ▶ 竹輝銅庵 ▶ 桜木記念病院 ▶ 
松阪市民病院▶ 松阪市役所

三重県伊勢庁舎 ▶ 伊勢市役所 ▶ 伊
勢赤十字病院 ▶ 伊勢慶友病院 ▶ 玉
城町役場 ▶ 済生会明和病院 ▶ 明和
町役場 ▶ 丸亀産業株式会社 ▶ 
三重県松阪庁舎 ▶ 
済生会松阪総合病院

志摩市民病院

Ａコース：志摩市民病院 ▶ 志摩市役所 ▶ 三重県立志摩病院 ▶ 鳥羽市
保健福祉センターひだまり ▶ 伊勢市二見総合支所 ▶ 市立伊勢総合病院
Ｂコース：度会町役場 ▶ 町立南伊勢病院 ▶ 南伊勢町役場 ▶（Ａコース
と合流）

熊野市駅 ▶ 熊野市新鹿町 ▶ 尾鷲市南輪内出張所 ▶ 賀田コミセン ▶ 三
木里コミセン ▶ 三木浦漁村センター ▶ 九鬼漁協市場 ▶ 尾鷲市役所 ▶ 
紀北町役場 ▶ 道の駅 マンボウ

２６日水

２７日木

４日金

３日木

２２日土

２０２１
５２２/ ６６/

年

【土曜日】 【日曜日】

三重大学医学部附属病院 ▶ NTT 西日本
三重支店 ▶ 三重県庁 ▶ 武内病院 ▶ 津
市役所 ▶ 遠山病院 ▶ 三重中央医療セ
ンター ▶ 井村屋グループ株式会社 ▶ 

三重大学内　トリムコース

鈴鹿市役所 ▶ 鈴鹿商工会議所 ▶ 鈴鹿中央総合病院
▶ 塩川病院 ▶ 亀山市立医療センター ▶ 鈴鹿回生病院

三重大学

※上記、地図の赤地の部分は、まん延防止等重点措置の影響で、募金活動は実施し
ましたが、RUNは中止しました。

22日 市民公開講座基調講演
伊佐地 秀司（三重大学医学部附属病院病院長）

22日 三重大学 Opening Run & Walk
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6月1日　R311絶景の中を走る

6月2日　松阪市民病院　竹上市長RUN

6月4日　伊勢市役所　鈴木市長、雨中のRUN 6月6日　会長が53kmを先導

6月3日　志摩市民病院ドクターチェック

6月2日　大紀町役場ドクターチェック

5月27日　激しい雨の中を果敢に走る 5月31日　花の窟にて記念撮影



2021年7月4日 現在第２７回生命の駅伝　募金額

合計3,072,675円
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募金額について

募金箱の中の硬貨の件

　第27回も多くの皆様から募金をいた
だきました。ほんとうにありがとうござ
います。新型コロナ禍、募金箱は多くの
方の目に触れることもなく、戻ってくる
のではないかと不安でした。
　ところが、募金箱を託した多くの機関
が、私たちの心意気を良しとし、募金箱はただ設置されるだけでなく、皆様の働く場所・
集まる場所に運ばれ、お願いを伝えて頂いたようです。
　おかげをもちまして、がん研究助成資金の目標額を超え多くを基金とすることができま
した。

　昨年まで両替を無料で行っていただける金融機関で各募金箱別の集計をお願いしてきま
した。ところが今回からその機関も利用料金が必要になりました。皆様から頂いた募金の
活用には避けたい費用となります。もちろん経費からの支出にはなりますが、できるだけ
経費は少なくしたいと考えました。そこで硬貨の多い募金箱から1円玉のみ取り出し、1円
玉を別にして集計（約90箱）してもらいました。それでも金融機関への硬貨入金手数料は
13,200円となりました。取り出した1円玉は、郵便局の通帳に入金（13,732円）しまし
た。
　次回の課題として、何らかの工夫をしなければならないと考えております。

三重大学医学部　寄付 2,800,000 円

生命の駅伝　基金（第 27回） 272,675 円

生命の駅伝　基金（第 26回まで） 488,103 円

基　金　合　計 760,778 円

医療機関 金額（円） 行政機関 金額（円） 企業・その他 金額（円）

三重大学医学部 265,961 三重県庁 426,088 松井テル子（松阪市） 100,000

武内病院 59,515 鈴鹿市役所 101,456 井村屋グループ ( 株 ) 72,855

松阪市民病院 52,091 松阪市役所 73,119 NTT 西日本 三重支店 65,176

鈴鹿回生病院 50,872 南伊勢町役場 69,946 64,960

上野総合市民病院 50,157 紀北町役場 46,793 尾鷲市三木浦 61,246

志摩市民病院 38,897 名張市役所 36,170 竹輝銅庵 51,995

済生会明和病院 37,042 鳥羽市役所 33,460 万協製薬 ( 株 ) 50,000

済生会松阪総合病院 36,956 紀宝町役場 30,790 尾鷲市九鬼 47,430

紀南病院 35,705 志摩市役所 27,225 （株）丸亀産業 32,830

四日市羽津医療センター 35,342 明和町役場 26,610 尾鷲市三木里 25,535

その他 417,371 その他 305,023 その他（参加費等） 244,059

小計 1,079,909 小計 1,176,680 小計 816,086
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第２７回生命の駅伝がん研究奨励賞（申請件数：18件　採択件数：5件）
プロジェクト名 所属名 研究代表者

ポリオウィルスを用いた神経芽腫の新しい治療研究 小児科 豊田 秀美

難治性メラノーマに対する新規遺伝子免疫療法の開発 皮膚科 近藤 誠

リンパシンチグラフィを用いた婦人科がん術後のリンパ循環動態
の究明とリンパ浮腫発症予防及び早期外科的利用への応用

形成外科 三井 康平

胃癌腹膜播種に関する非侵襲的 DNAメチル化マーカーの確立な
らびに有用性の検証

消化菅外科 志村 匡信

ホモロジー技術を利用した膵癌細胞診病理画像解析技術の開発 消化器肝臓内科 山田 玲子

生命の駅伝の会から三重大学への寄付贈呈 三重大学から生命の駅伝の会への感謝状

生命の駅伝がん研究奨励賞受賞者を囲んで

受賞者と生命の駅伝の会との交流



2021年７月12日 現在

2021年7月１２日 現在

繰越金　    ＝　収入の部　―　支出の部
163,576　＝　683,506　―　519,930
＊グッズ（Tシャツ、タオル、ペットボトルカバー等）の収益金（76,250円）は募金に計上しました。

＊年会費（10,000）納入者
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第２７回生命の駅伝　会員　　順不同

第２７回生命の駅伝　会計報告

収　　　　入 支　　　　出

年会費 410,000 ポスターチラシ 194,076

グッズ売上（グッズ原価分） 73,930 ドメイン・サーバー使用料 16,621

協賛金 480,000 交通費 151,430

第 26 回繰越金 -280,424 保険料 8,820

郵送費 1,620

事務費 11,617

雑費 85,746

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾎﾙﾀﾞｰ作成費 120 個 50,000

合計 683,506 合計 519,930

医療機関・企業 個人
うれしの太田クリニック 花の丘病院 倉田　芳夫（亀山市）
大久保クリニック 東山胃腸科内科 下和田恵男（桑名市）
おおたクリニック 増山医院 伊藤　文雄（四日市市）
大台町報徳診療所 松阪地区薬剤師会 徳田　文代（松阪市）
嘉祥会 松阪地区医師会 松田　弘和（熊野市）
北島医院 宮村医院 九鬼　俊明（熊野市）
小林内科胃腸科 村田歯科クリニック 高尾佳代子（松阪市）
ささおこどもクリニック ㈲三重パイピング工業 谷口　智世（松阪市）
桜木記念病院 ㈱サカキ L&E ワイズ 谷口　一子（松阪市）
タナハシ医院 カレーの久兵衛 中田　正弘（鈴鹿市）
とみだ整形外科 ㈲清水商会 上村　泰子（松阪市）
南勢病院 ㈱富士土地 上村　眞由（松阪市）
のせ産婦人科 キハタトレーディング木の香
林獣医科 ㈱キタデWOOD
かいばな内科クリニック



協賛
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実行委員

主催 生命の駅伝の会
会　長 太田正隆 おおたクリニック院長 副会長 玉置久雄 松阪中央総合病院名誉院長

顧　問

（就任順）

田島和雄 洗心福祉会美杉クリニック院長　元）愛知県がんセンター名誉研究所長
竹田　寛 桑名市総合医療センター理事長兼総括病院長
白石泰三 桑名市総合医療センター副理事長
広野光子 金つなぎの会代表
中瀬一則 南勢病院副院長　元）三重大学医学部附属病院がんセンター長
野本由人 三重大学医学系研究科放射線治療腫瘍学講座教授
下村　誠 三重中央医療センター副院長
江角浩安 志摩市民病院医師  元）国立がんセンター東病院長
伊藤正明 三重大学長

事務局 上村眞由 三重県松阪市鎌田町 732

協力 ・がん患者の会 ・橋本英幸　　　　
　　金つなぎの会（名張市）
　　アイリーライフ（桑名市） ・カレーの久兵衛
　　なごみの会（紀南病院） ・山林舎
・三重県聴覚障害者協会女性部　　 ・キッチンひなた
・（有）出口自動車修理所　　

伊東　恵美 上窪　英男 上村　眞由 上村　泰子 北川　明 小林　育夫

（運営費支援）

下和田恵男 庄司　佳伸 杉山　忠 田牧　慎也 玉津　恭史 中上　修
中田　正弘 松島　正也 村上知恵美 森川　道雄 山本　泰宏

 

100,000円 100,000円

100,000円 50,000円

30,000円

50,000円

50,000円


