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2016年2月23日厚生労働省より、がんなどと闘病し

ながら働く患者さんが治療と仕事を両立できるよう支

援する初のガイドライン※１が公表されました。

乳がんの罹患者は30代より増加するため、就労中の

方も多いのが実情です。海外では乳がん患者が治療を

開始して２～３年後に仕事が継続できた人は５６％と言

う報告もあり、同様に日本においてもがん患者の就労

が大きな課題となっています。本年度がん患者の職場

復帰について法制化されたのを期に、法制化の元となっ

た平成23 ～ 25年に厚生労働省が実施した検討会のレ

ポートから現状についてまとめてみました。

今生まれた人が就労年齢70歳までにがんに罹患する

確率図１によると、男性は22%（4.5人に１人）、女性は18%

（5.6人に1人）が罹患するリスクを有しています。現に

2012年の統計資料では、がん罹患者数（表１）は年々増

加し95万人ががんに罹患しています。特に、高齢者の罹

患者数が伸びてはいますが、就労年齢でも増えています。

一方で、がん医療の進歩は目覚ましく、5年相対生存

率（図２）は上昇しており、がん再発の不安と闘いながら

も生活のためにも仕事を続けて行く時代となっています。

がんと診断された方を対象に調査した結果※２サラ

リーマンで34％が依願退職、解雇。自営業等の13％が

廃業しています。一方で引き続き勤務されているサラ

リーマンの方は48％に留まり、自営業等では68％が営

業を続けておられます。

また、アンケート調査の結果※３ではがんと診断される

前の平均年収が約395万円で診断後の平均年収が約

167万円となっています。内訳では収入無やランクダウ

ンされた人が約35%いらっしゃいます。

一連の調査後、内閣府がん対策に関する世論調査

（平成25年1月調査）として「現在の日本の社会は、が

んの治療や検査のために2週間に一度程度病院に通

う必要がある場合働き続けられる環境と思いますか？」

と言う設問に対し、「どちらかといえばそう思わない

（35.9%）」「そう思わない（33%）」で計68.9%の人が仕

事と治療の両立が難しいと考えています。これは、想像

以上に厳しい現実ではないでしょうか？

以上がん患者・経験者の現状とおかれた状況ですが、

就労を支援するために、「がん患者・経験者」「医療機関」

「企業」で、それぞれの立場での課題の一部を検討会の

報告書から抜粋します。

■ がん患者・経験者 ■

＊がん治療（手術／放射線／化学療法等）に伴う症状

（創痛／皮膚障害／脱毛／倦怠感）や影響の期間も

様 で々身体的な就労制限を伴うこともある。

＊治療等に伴う同僚への迷惑や自身のキャリアへの

不利を感じ、自らが企業に配慮・支援をすることを

自粛する。

＊がんになって初めて症状や治療方法について知るこ

とが多く、自身の仕事への影響が予想できない。

＊今後の見通し情報を医療機関から得たとしても、企業

への伝え方、対処方法が分からず早急に「仕事を辞

めて治療に専念する」という決断をするケースもある。

＊がん発症を契機に、異動、雇用形態の変化、退職によ

る収入低下。

TOPICS

がんと就労の現状課題
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図1　各年齢までの累積がん罹患リスク 表1　1975年と2012年のがん罹患者数

国立がん研究センターがん対策情報センター　日本の地域がん登録に基づく部位別 5年相対生存率
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＊健康保険法に基づく傷病手当金は最長１．５年継続

して受けることができるが、時間単位などの分割で受

け取りはできず現在の治療形態に対応できていない。

＊がん患者の看病に関しては、育児・介護休業制度で

は末期がんの場合が対象とされており、家族の就労

継続の制度としては不十分。

■ 医療機関 ■

＊医療従事者は、治療専念を最優先に考えることから、

患者さんが仕事や家事・育児・介護を行っているこ

と意識することが少ない傾向にある。

＊医療従事者は、職場環境や就労条件、通勤をはじめ

家庭環境について把握して、外来から入院治療およ

び治療後の通院中といった様 な々場面での治療方針

の説明を行うことが難しい。

※現在では医師に切り出しにくい場合には看護師や

医療ソーシャルワーカーに話す。また、全国約400

ある「がん診療連携拠点病院※４」の「がん相談支

援センター※５」で受付けされてます。

■ 企　　業 ■

＊「がん」は原則、私傷病であることから、業務上の疾病

と違い企業責任で手厚い対応が難しい。

＊がん患者を特別扱いすることは難しく、具体的には、

がん罹患による就労力が低下した労働者を同じ職場

に配置すると、上司・同僚の負担が増加するケース、

士気の低下、がん患者への配慮が不公平感を招くな

どの考え方や意見がある。

＊労務担当者、上司、同僚などは「がん」に対する知識

が不十分な場合は、具体的な対策やがん患者の相談

先も乏しくなる。

＊一方で産業医を置く企業では、産業保健スタッフが中

心となって医療機関や職場と円滑に相談、情報提供が

行われ、就労支援が適切に行われているところもある。

これらの課題は報告書の課題の一部ですが、がん患

者さんにとって明るい環境ではありません。今や生涯

で2人に１人がかかる疾患である状況を、一人々が正し

く認識しているとは言いがたく、現実よりも「稀な病気」

として認識していることが問題とされています。特に若

くしてかかる乳がんでは5年生存率は約9割に達してい

るが、多くの人は40－50％だと思っており、現実より「治

りにくい病気」と認識されているようです。こうした要因

としては、体系的にがんについて教育を受ける機会やが

んに関する情報が十分でないことが指摘されています。

J.POSHにおいても、これらの報告書を基に検診の

受診率の向上だけでなく、正しい乳がんの知識を啓

発していくことが重要と考えます。（J.POSH事務局）
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フィシャルサポーター活動のご紹介オ

2012年度よりＪ.ＰＯＳＨのオフィシャルサポーター

登録を頂くティーペック社は、平成元年創業以来、電話

健康相談事業や医師手配紹介事業やメンタルヘルス

カウンセリング提供事業を行っている。また、医療セミ

ナーを主催し、乳がんセミナーを276回、14,394人に

受講いただいている。

平成25年砂原　健市社長が、がん治療中の社員の

休暇が大幅に足りなくなったことを耳にし、「がんと診断

されたことにより大切な社員を失うことは、どうしても避

けたい」と言うことで、「健康と医療に関する問題解決

を通じて、人々の幸せと、より良い社会づくりに貢献する」

と言う経営理念に基づき、社内に定める「社員健康宣

言」の一つに「がん対策」を位置づけ、明文化した宣言

を社内外へ公表すると共に、社員への周知を行いました。

その６つの支援は、がん対策は企業としての投資と

の考えに基づくもので、平成26年度「東京都がん患者

の治療と仕事の両立への優良な取り組みを行う企業」

として優良賞を受賞しました。

大 切な社員を失う
こ と は 避 け た い
がん対 策 支 援 制 度 へ の 取 組 ■支援１「治療休暇制度」

がん治療で通院する場合、治療休暇を各月2日ま

で半日単位で取得でき、正社員だけでなく嘱託社

員も利用可能。就業規則にも明文化。

■支援２「時差出勤、職場の配置転換」

就労への配慮として、時差出勤や負担が少ない部

署への異動が可能。

■支援３「治療法の情報提供」

会社が運営している「電話健康相談」「セカンドオ

ピニオンサービス」の利用が可能。

■支援４「病気の予防、早期発見、重症化予防の推進」

法定健診にがん検診を付加（費用は会社負担）。45

歳以上5歳ごとに「脳ドック・肺ヘリカルCT・大腸

CT検査・眼科ドック・MRIレディース検査（子宮体

がんの早期発見が可能）」のいずれかを実施など。

■支援５「メンタルヘルス対策」

会社で運営する「メンタルヘルス相談」の利用が可能。

■支援６「就労相談窓口の設置」

治療と仕事の両立のための相談のための窓口を人

事部に一元化、開設。

※１　事業場における治療と職業生活両立支援のためのガイドライン　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html
※２　厚生労働省「がんの社会学」に関する合同研究（平成16年）
※３　ＮＰＯ法人がん患者団体支援機構・ニッセイライフ共同アンケート結果（平成21年）
※４　がん診療連携拠点病院

専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者・住民への相談支援や情報提供などの役割を担
う病院として、国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したものについて、厚生労働大臣が適当と認め、指定し
た病院です。がん診療連携拠点病院には、各都道府県で中心的役割を果たす「都道府県がん診療連携拠点病院」と、都道
府県内の各地域（2次医療圏）で中心的役割を果たす「地域がん診療連携拠点病院」があります。「国立がん研究センター
がん情報センターより」

※５　がん相談支援センター
全国のがん診療連携拠点病院などに設置されている「がんの相談窓口」です。患者さんや家族あるいは地域の方々に、が
んに関する情報の提供、相談にお応えしています。がん専門相談員としての研修を受けたスタッフが、信頼できる情報に基
づいて、がんの治療や療養生活全般の質問や相談をお受けしています。「国立がん研究センターがん情報センターより」

ティーペック株式会社

代表取締役社長

砂 原 健 市

「 が ん 就 労 の 現 状 問 題 」 参 考 文 献 等

ティーペック株式会社
http://www.t-pec.co.jp/
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.ＰＯＳＨ、個人サポーターの政光さんに感謝状贈るJ

.ＰＯＳＨ設立15周年記念　感謝状J

認定ＮＰＯ法人Ｊ . ＰＯＳＨ

（田中完児理事長）は 7 月 26 日、

個人サポーターとして長年ピ

ンクリボン活動にご尽力頂い

ている政光正枝さん ( 東広島

市 在 住　 主 婦 ) に 感 謝 状 を 贈

り、感謝の気持ちをお伝えしま

した。

政光さんは２００９年夏、愛

娘の次女・香さんを乳がんで

亡くされました。8 年間の闘

病の末、39 歳の若さで他界さ

れた香さん。香さんは乳がん

との闘病中、寄り添う母親の正

枝さんに、患者としての立場

からピンクリボン活動の大切さを話されて

いました。愛娘が天国へ旅立ち、悲しみと思

い出だけで暮らす日々の中、正枝さんは『乳

がんで悲しむ人を一人でも少なく』と訴える

Ｊ . ＰＯＳＨの活動理念に共感され、娘の遺

言とも受け止めていたピンクリボンの活動

を個人サポーターとして始められました。

政光さんの活動はＪ . ＰＯＳＨが発行す

るポスター貼り、街頭でのリーフレットや

ティッシュ配布、啓発グッズの販売、さらに

は知り合いの喫茶店や商店などへの募金箱

の設置など多岐に渡る。募金箱はピーク時

２４ヶ所にも及び、寄せられたその浄財は

Ｊ . ＰＯＳＨの貴重な活動資金として遣わせ

て頂いています。最近は保険会社主催の講

演会の講師として娘の乳がん闘病の話をさ

れ、「出席者の皆さまから感動の言葉を頂い

た」( 政光さん ) こともあったという。「ピン

クリボン活動は、娘が残してくれた私の生き

甲斐。早期発見のために検診の大切さを訴

え、悲しむ人が 1 人でも少なくなるよう元気

で動けるうちは頑張るつもりです」( 同 ) と話

して下さいました。

奇しくも私たちが東広島で政光さんに感謝

状をお渡しした翌 7 月 27 日は、香さんのご命

日でした。

感謝状を受け取る政光正枝さん（右）。左はJ.POSHの平田以津子理事（7月26日東広島市内で）

J.POSHは、皆様からのご寄付や啓発グッ

ズ購入の収益を元に運営させていただいてい

ます。今年度は、設立15周年を迎え、特に長

年にわたりJ.POSHのピンクリボン活動にご

尽力いただいているオフィシャルサポーター、

オフィシャルパートナー、個人サポーターの

皆様と、同様にＪ.ＰＯＳＨに賛同して協賛い

ただいている企業や個人で活動されている

方々に、感謝状をお渡ししたく、特別委員会を

設置しました。

この委員会で協議を行い、順次感謝状をお

渡ししてまいります。
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.ＰＯＳＨが誕生しまして15年を迎えました。J

１．ボランティア活動について。

阪神淡路大震災において、ボランティアが大活

躍しました。震災が起こった1995年を『ボランティ

ア元年』といいます。その後、ＮＰＯ法ができて、ボ

ランティア活動が認知され、世の中に広がりました。

我 も々ボランティア団体Ｊ.ＰＯＳＨとして2002年2

月から乳がん啓発活動を始め、2003年3月にはＮ

ＰＯ法人の認証を受けることができました。

当初、「ボランティアというのは、個人が自分

の時間を使って無料で奉仕する。」と考えていま

したが活動を開始すると、啓発グッズやポスター

の作成など運営するうえでの費用、事務所を設置

すれば、それに付帯する経費が発生しました。ま

た、イベントプログラムを行うには何人かのボラ

ンティアの方々に手伝っていただく必要がありま

す。イベントプログラムですので目的があり、活動

内容も決まっています。しかし、自分の余暇を利

用し、無報酬で参加している方たちにとって、あ

らかじめ決められた活動を行うことは、目的が個

人の思いと違ったり、活動内容に得意・不得意が

あったりで、参加ボランティアの皆さんに満足のい

く活動をしていただくことは非常に難しいことで

す。結果、少額でも報酬がある方が参加していた

だきやすくなると思いました。ボランティア団体

と言っても活動するにおいては、資金が必要です。

２．活動資金について。

どの様にして、活動資金を集めるか。設立当

初は、設立メンバ－の時間と資金を持ち寄り始

めました。しかし、これもすぐに限界になります。

そんなわけで、寄付という形で支援してもらえる

団体になろうということで、依頼を受ければ講演

を行いました。また、Ｊ.ＰＯＳＨのピンクリボン

マークを入れた啓発グッズを作り、持っていただ

くだけでも啓発活動になると考え、講演会場で

頒布するということを始めました。

このようなことを初めて、３年、４年と経ってい

きますと、次第に我 「々ＮＰＯ法人Ｊ.ＰＯＳＨ」と

いう存在が認知されるようになってきました。ま

た、有名タレントが罹患したことが話題になり、ピ

ンクリボン運動も合わせてマスコミにも取り上げら

れたことで、その認知度は、どんどん広がりました。

それにつれて、我々にも、企業だけでなく、多くの

個人の方々から.も支援を頂けるようになりました。

ありがたいことです。心から感謝いたします。

３．ピンクリボン活動の現状

現在、オフィシャルサポーター ( 支援企業 )、オ

フィシャルパ－トナー (非営利団体)、個人サポー

ター、温泉パートナーという支援組織があり、ま

た、多くの個人の方々や企業の支えにより活動を

行っております。

そして、今、ピンクリボン運動も新たな時代に

なってきているように思います。全国各都道府

県に地元に根差した組織が、各々独自の運動を

展開して定着化を図られ大きな広がりを迎えて

います。我 「々認定ＮＰＯ法人Ｊ.ＰＯＳＨ」も当

初の自らがイベントプログラムを主催する活動か

ら、地域の特性を生かして活動される各ピンクリ

ボン団体を支援して、ともに活動していくことに

変わってきています。ピンクリボン活動自体の認

知度が全国で９０％を超えると言われる現在で

は、まだまだ時代に沿った活動ができているとは

思っていません。我々の知恵だけではなく、皆様

のお知恵とお力が必要と感じる今日この頃です。

認定ＮＰＯ法人Ｊ.ＰＯＳＨ
副理事長　平 田  享

副
理
事
長
　
平
田
　
享
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族で湯ったりキャンペーン２０１６家
201６年度も乳がん手術を受けられた方と、そのご家族を抽選で宿泊ご招待券をプレゼントする「家族で湯っ

たりキャンペーン」を実施します。このキャンペーンは、「Ｊ.ＰＯＳＨピンクリボン温泉ネットワーク」に賛同し、ご

参加頂いている温泉パートナー様のご協力を得て、行っています。詳細のご案内と申込方法は、チラシまたはホー

ムページ（申込用紙はダウンロードできます）でご確認下さい。

ご協力頂いた温泉パートナー様には、心から感謝申し上げます。

読者の皆様へ心なごむ温泉気分を感じて頂きたく、ご協力頂いた温泉パートナー様の写真を掲載いたしました。

※掲載の写真は各施設の代表例です。当選された方がご入浴される浴場とは異なる場合がございます

■ ■ ■ 2016年 度 キ ャ ン ペ ーン 参 加 施 設 一 覧 ■ ■ ■
キャンペーンについての詳 細はJ.POSHのホームページからもご 覧 頂けます（http://www.j-posh.com）

①秋田県　男鹿温泉　男鹿 萬盛閣 ②栃木県 那須黒磯温泉　かんすい苑 覚楽 ③栃木県　板室温泉　源泉 ほたるのゆ

⑫徳島県　新祖谷温泉　ホテルかずら橋⑪岡山県　湯郷温泉　ゆのごう 美春閣⑩大阪府　東大阪石切温泉　ホテルセイリュウ

⑦長野県　昼神温泉　日長庵 桂月 ⑧岐阜県　下呂温泉　下呂観光ホテル本館 ⑨静岡県　志太温泉　潮生館

④栃木県　板室温泉　奥那須 大正村 幸乃湯温泉 ⑤栃木県　益子温泉　益子舘 里山リゾートホテル ⑥長野県　浅間温泉　富士乃湯
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族で湯ったりキャンペーン2015 当選者のご感想家
２０１５年度の当選者のみなさまから感想が

寄せられています。紙面の関係上一部を抜粋し

てご紹介します。

ホテルシェラリゾート白馬(長野・白馬村
みずばしょう温泉)をご利用されたAさん

長年憧れだった信州へ娘と二人旅。絶景の北ア

ルプスと見事に手入れされたイングリッシュガーデ

ン、小鳥のさえずり、春セミの声、かえるの合唱、贅沢

なコース料理…。何度も感動のため息。ですが、何

よりの感動は娘と一緒にお風呂に入れたことでし

た。術創を怖がるのではと恐れていたことが杞憂

だったことです。貸しきり露天風呂で娘が私の背

中を流してくれました。この８年を思うと、嬉しくて

嬉しくて忘れられない旅となりました。このような

チャンスを下さり、本当に有り難うございました。

かんすい苑覚楽(栃木・那須黒磯温泉)
をご利用されたKさん

術後10年目の検診で「異常なし」の結果を聞い

たその日に応募。そして幸運の当選の知らせが届

きました。温泉は広 と々していて、当日はお客が少

なく貸し切り状態でした。かけ流しのお湯を満喫

し、食べきれないほどの季節のごちそうを個室で

いただきました。主人は『当選したことは大手柄』

と大絶賛。とっても嬉しい旅行となりました。

幸乃湯温泉 (栃木・那須塩原温泉)
をご利用されたIさん

乳房を失い、温泉はとても抵抗がありました。

ですが、入ってみると人はあまり他人のことは興味

がないのではと感じ、あまり人の目を気にせずに入

浴でき、ほっとしました。お料理は豪華。主人と

２０年ぶりの二人だけの旅行を楽しませて頂き心

から感謝しております。

ニュー扇屋(福島・土湯温泉)
をご利用されたHさん

美肌効果抜群で、とても温まりました。夕食は

お部屋で、山形牛や、お刺身,手作りプリン等々食

べきれないほどの料理をいただきました。主人か

らは ｢俺までぜいたくをさせてもらったよ。くじ運

いいな｣と “おほめの “ことばをもらいました。が

んにより、悲観的になっていた自分ですが、明るく

振舞うことの大切さを自覚した旅でした。

下呂観光ホテル本館(岐阜・下呂温泉)
をご利用されたAさん

下呂温泉は透明でさっぱりしたお湯で、露天風呂

も快適でした。湯浴み着の貸し出しがあるとのこと

でしたが、今回はお借りしませんでした。夫と二人、

高山と白川郷にも足を伸ばしました。毎年ピンクリ

ボンのウオーキングに参加していますが、「がん体

験を何かに活かしたい」という初心を忘れないため

にも、今回の温泉旅行で気持ちが新たになりました。

南部屋海扇閣(青森・浅虫温泉)
をご利用されたSさん

従業員の方々がとても親切で温かくもてなして

頂き、嬉しく思いました。手術痕のある人への配慮

もあり、有り難く感じました。夫と二人の青森の素

晴らしい旅、こういう機会を与えて頂いたこことに

感謝いたします。

♨

♨

♨

♨

♨

♨
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※実施日や受診料・事前予約の要否・受付時間など受診に関わる詳細は、医療機関により異なります。直接医療機関にご確認のうえ、受診をお願いします。

2016 年度 J.M.S 参加医療施設 一覧  （2016 年 9 月 21日現在）

※各施設の検査内容をJ.M.S特設サイトにて公開中です　http://jms-pinkribbon.com

JMSプログラムは、認定 NPO 法人 J.POSH が全国の医療
機関に呼びかけた、子育て、介護、仕事など多忙な平日を過
ごす女性のために「10月第 3日曜日に全国どこでも乳がん
検査が受診できる環境づくり」への取組みです。

2016 年

10月16日日曜日は
乳 が ん 検 査 を 受 け る 事
が で き る 日 曜 日 で す

北 海 道

 札幌北辰病院 ………………………… 札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1

 手稲渓仁会病院 ……………………………札幌市手稲区前田1条12-1-40

 NTT東日本 札幌病院 ………………………札幌市中央区南1条西15丁目

 札幌商工診療所 …………………………… 札幌市中央区南1条西5-15-2

 札幌厚生病院 ………………………………… 札幌市中央区北3条東8-5

 勤医協中央病院……………………………… 札幌市東区東苗穂5条1-9-1

 天使病院 ………………………………………… 札幌市東区北12条東3-1-1

 札幌フィメールクリニック ……………………… 札幌市東区北21条東3-2-5

 札幌東徳洲会病院 ※10月15日(土)実施 … 札幌市東区北33条東14-3-1

 勤医協札幌病院 …………………………… 札幌市白石区菊水4条1-9-22

 東札幌病院 ……………………………… 札幌市白石区東札幌三条3-7-35

 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル …………札幌市北区北13条西4丁目

 函館五稜郭病院 …………………………………… 函館市五稜郭町38-3

 市立函館病院 …………………………………………… 函館市港町1-10-1

 北美原クリニック ………………………………………函館市石川町350-18

 函館病院 ……………………………………………… 函館市川原町18-16

 共愛会病院…………………………………………………函館市中島町7-21

 函館市医師会病院 ………………………………… 函館市富岡町2-10-10

 函館赤十字病院 …………………………………………函館市堀川町6-21

 函館中央病院 …………………………………………… 函館市本町33-2

 直江クリニック ……………………………………………小樽市豊川町3-10

 森山病院…………………………………………旭川市8条通6丁目左10号

 旭川医療センター …………………………………… 旭川市花咲町7-4048

 市立旭川病院 ………………………………………… 旭川市金星町1-1-65

 旭川がん検診センター ……………………………旭川市末広東二条6-6-10

 日鋼記念病院 …………………………………………… 室蘭市新富町1-5-13

釧路孝仁会記念病院 …………………………………… 釧路市愛国191-212

釧路協立病院 ………………………………………………釧路市治水町3-14

 市立釧路総合病院 ………………………………………釧路市春湖台1-12

 釧路労災病院 ※10月2日(日) 実施 ………………… 釧路市中園町13-23

 北斗病院 …………………………………………… 帯広市稲田町基線7-5

 帯広第一病院 …………………………………………帯広市西4条南15-17-3

 王子総合病院………………………………………… 苫小牧市若草町3-4-8

 片山内科胃腸科医院 ………………………………江別市野幌代々木町16-3

 深川市立病院 ………………………………………………… 深川市6条6-1

 総合病院伊達赤十字病院 ※10月30日(日) 実施 …… 伊達市末永町81
青 森 県

 青森県総合健診センター ………………………………… 青森市佃2-19-12

 八戸市総合健診センター ………………………………… 八戸市青葉2-17-4

 ﾒﾃ ｨ゙ｶﾙｺｰﾄ八戸西病院付属 八戸西健診ﾌ ﾗ゚ｻﾞ ……八戸市長苗代字中坪74-1

 十和田市立中央病院 ………………………………十和田市西十二番町14-8

 むつレディスクリニック …………………………………… むつ市柳町1-9-55

岩 手 県

 いわて健康管理センター ………………………………盛岡市西仙北1-17-18

 岩手県予防医学協会 ……………………………………盛岡市北飯岡4-8-50

 ブレスト齊藤外科クリニック …………………………… 盛岡市本宮6-17-6

 一関病院 ………………………………………………… 一関市大手町3-36
宮 城 県

 仙台徳洲会病院………………………………仙台市泉区七北田字駕篭沢15
秋 田 県

 秋田病院…………………………………………………… 能代市緑町5-22

 本荘第一病院 ※10月30日(日) 実施 …………… 由利本荘市岩渕下110

 大曲厚生医療センター ……………………………… 大仙市大曲通町8-65
山 形 県

 篠田総合病院 ……………………………………………… 山形市桜町2-68

 東北中央病院 ………………………………………… 山形市和合町3-2-5
福 島 県

 竹田綜合病院 ………………………………………… 会津若松市本町1-1
茨 城 県

 龍ヶ崎済生会 総合健診センター ………………………… 龍ケ崎市中里1-1

 木根淵外科胃腸科病院 ………………………………… 坂東市辺田1430
栃 木 県

 小林外科クリニック ………………………………… 宇都宮市竹林町865-3

 宇都宮東病院 ……………………………………… 宇都宮市平出町368-8

 菅間記念病院 ……………………………………… 那須塩原市大黒町2－5
群 馬 県

 横田レディースクリニック …………………………… 前橋市下小出町1-16-5

 マンモプラス竹尾クリニック ……………………… 前橋市西片貝町3-379-1

 高崎中央病院 ………………………………………… 高崎市高関町498-1

 桐生厚生総合病院 ……………………………………… 桐生市織姫町6-3

 伊勢崎市民病院 ※10月23日(日)実施 ………… 伊勢崎市連取本町12-1

 角田病院 ………………………………………… 佐波郡玉村町上新田675-4
埼 玉 県

 彩の国東大宮メディカルセンター ………………さいたま市北区土呂町1522

 ティーエムクリニック ……………………………………… 熊谷市三ヶ尻48

 武南病院附属クリニック ……………………………… 川口市東本郷1432

 齋藤記念病院 …………………………………………… 川口市並木4-6-6

 行田中央総合病院 ……………………………………行田市富士見町2-17-17

 所沢第一病院 …………………………………………所沢市下安松1559-1

 庄和中央病院 ………………………………………… 春日部市上金崎28

 二宮病院 ………………………………………………… 草加市新栄2-22-23

 戸田中央総合健康管理センター …………………… 戸田市上戸田2-32-20

 戸田中央総合病院 ………………………………………… 戸田市本町1-19-3

 朝霞台中央総合病院 …………………………………… 朝霞市西弁財1-8-10

 新座志木中央総合病院 ………………………………… 新座市東北1-7-2
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 八潮中央総合病院 ※10月30日(日)実施 ……………… 八潮市南川崎845

 みさと健和病院 ………………………………………… 三郷市鷹野4-494-1

 三愛会総合病院 …………………………………………… 三郷市彦成3-7-17

 関越病院 ……………………………………………… 鶴ヶ島市脚折145-1

 松澤クリニック ………………………………… ふじみ野市ふじみ野3-9-20

イムス三芳総合病院 …………………………… 入間郡三芳町藤久保974-3

 伊奈病院 ………………………………… 北足立郡伊奈町大字小室9419

 内田クリニック ………………………………… 北足立郡伊奈町内宿台5-4
千 葉 県

 千葉ロイヤルクリニック ※10月15日(土)実施 … 千葉市中央区新町1000 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ 8F

 千葉東病院……………………………………… 千葉市中央区仁戸名町673

 銚子市立病院 ……………………………………………… 銚子市前宿町597

 行徳総合病院 ……………………………………… 市川市本行徳5525-2

 船橋総合病院 ………………………………………… 船橋市北本町1-13-1

 新松戸中央総合病院 …………………………………… 松戸市新松戸1-380

 三和病院 ………………………………………………… 松戸市日暮7-379

 聖隷佐倉市民病院 ……………………………………佐倉市江原台2-36-2

 メディカルスクエア奏の杜クリニック … 習志野市奏の杜2-1-1 奏の杜フォルテ2階

 津田沼中央総合病院 …………………………………… 習志野市谷津1-9-17

 谷津保健病院 ………………………………………… 習志野市谷津4-6-16

 習志野第一病院 ……………………………………習志野市津田沼5-5-25

 東葛病院 …………………………………………………… 流山市中102-1

 千葉愛友会記念病院 …………………………………… 流山市鰭ヶ崎1-1

 国保匝瑳市民病院 ……………………………… 匝瑳市八日市場イ1304
東 京 都

 東京高輪病院 …………………………………………… 港区高輪3-10-11

 新宿ブレストセンター クサマクリニック … 新宿区西新宿7-11-9 バルビゾン87ビル4F

 春日クリニック ………………………… 文京区小石川1-12-16 TGビル6F

 がん研究会有明病院 ※10月15日(土)実施 ……………江東区有明3-8-31

 山下医院 ……………………………………………… 大田区西蒲田5-12-10

 田園調布中央病院…………………………………… 大田区田園調布2-43-1

 代々木病院 …………………………………………… 渋谷区千駄ヶ谷1-30-7

 JR東京総合病院 ……………………………………… 渋谷区代々木2-1-3

 高井戸東健診クリニック ※10月15日(土)実施 … 杉並区高井戸東2-3-14

 東京衛生病院 …………………………………………… 杉並区天沼 3-17-3

 池袋ロイヤルクリニック ※10月11日〜 14日実施 … 豊島区東池袋1-21-11 ｵｰｸ池袋ﾋ ﾙ゙10F

 おりはた乳腺胃腸パラスクリニック … 北区赤羽2-13-3  LaLaガーデン･マツモトキヨシ薬局3F

 明理会中央総合病院 …………………………………… 北区東十条3-2-11

 板橋中央総合病院 …………………………………… 板橋区小豆沢2-12-7

 東伊興クリニック ……………………………………… 足立区東伊興3-21-3

 亀有病院 …………………………………………………葛飾区亀有3-36-3

 葛飾区保健所………………… 葛飾区青砥4-15-14 健康プラザかつしか内

 八王子山王病院………………………………… 八王子市中野山王2-15-16

 立川中央病院附属健康クリニック …… 立川市柴崎町3-14-2  BOSEN4F

 リボーンレディースクリニック ……… 立川市曙町2-10-1  ふどうやビル4F

 吉祥寺ブレストクリニック …武蔵野市吉祥寺本町2-10-8 フィオリトゥーラ吉祥寺Ⅰ-2F

 うしお病院 ……………………………………………… 昭島市武蔵野2-7-12

 一橋病院 …………………………………………… 小平市学園西町1-2-25

 武蔵野総合クリニック ……………………………………清瀬市元町1-8-30

 公立阿伎留医療センター ……………………………… あきる野市引田78-1

 西東京中央総合病院 ……………………………西東京市芝久保町2-4-19

 佐々総合病院 ……………………………………… 西東京市田無町4-24-15
神 奈 川 県

 横浜旭中央総合病院 ……………………………横浜市旭区若葉台4-20-1

 上白根病院 ………………………………………横浜市旭区上白根町2-65-1

 金沢文庫病院 ………………………………横浜市金沢区釜利谷東2-6-22

 金沢健診クリニック …………… 横浜市金沢区谷津町35 VICSビル3F4F

 戸塚共立ﾒﾃ ｨ゙ｶﾙｻﾃﾗｲﾄ健診ｾﾝﾀｰ …………… 横浜市戸塚区戸塚町3970-5

 戸塚共立サクラスクリニック … 横浜市戸塚区戸塚町4253-1 サクラス戸塚ビル601

 さつき台診療所 …………………………………横浜市港南区大久保3-39-6

 済生会神奈川県病院 …………………………… 横浜市神奈川区富家町6-6

 聖隷横浜病院 ……………………………… 横浜市保土ヶ谷区岩井町215

 神奈川県労働衛生福祉協会……………… 横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-9

 牧野レディースクリニック …… 横浜市緑区鴨居2-21-20 バラハイツ鴨居1階

 京浜保健衛生協会 …………………………… 川崎市高津区上作延811-1

 相模原中央病院 …………………………… 相模原市中央区富士見6-4-20

 北里大学東病院………………………………… 相模原市南区麻溝台2-1-1

 平塚共済病院 ………………………………………………平塚市追分9-11

 湘南記念病院 ……………………………………………鎌倉市笛田2-2-60

 山近記念総合病院 ………………………………… 小田原市小八幡3-19-14

 東名厚木メディカルサテライトクリニック ………………… 厚木市船子224

 ヘルスケアクリニック厚木 ………………………………… 厚木市中町3-6-17
新 潟 県

 新潟縣健康管理協会 ※10月15日(土)16日(日)実施 …新潟市中央区新光町11-1
富 山 県

 女性クリニックWe富山 ………………………………… 富山市根塚町1-5-1
石 川 県

 城北病院 ………………………………………………… 金沢市京町20-3

 敬愛病院 …………………………………………… 金沢市兼六元町14-21

 KKR北陸病院 ※11月13日(日)実施 …………… 金沢市泉が丘2-13-43

 公立松任石川中央病院 ※10月15日(土)実施 …………… 白山市倉光3-8

 公立つるぎ病院 ※10月15日(土)実施 …………… 白山市鶴来水戸町ノ1
福 井 県

 福井県済生会病院………………………………… 福井市和田中町舟橋7-1

 福井勝山総合病院 ……………………………………… 勝山市長山町2-6-21

 春江病院 ……………………………………………坂井市春江町針原65-7
長 野 県

 一之瀬脳神経外科病院 ………………………………… 松本市島立2093

 相澤健康センター ………………………………………… 松本市本庄2-5-1

 前澤病院 ……………………………………………… 駒ヶ根市上穂南11-5

 佐久総合病院 ……………………………………………… 佐久市臼田197

 髙橋医院 …………………………………………… 安曇野市穂高5622-1

 信濃町立 信越病院 ※10月30日(日)・3月12日(日)実施 … 上水内郡信濃町柏原380
岐 阜 県

 加納渡辺病院 ………………………………………岐阜市加納城南通1-23

 久美愛厚生病院 ………………………………………… 高山市中切町1-1

 多治見市民病院 …………………………………………多治見市前畑町3-43

中濃厚生病院 ……………………………………………… 関市若草通5-1

関中央病院 …………………………………………………関市平成通2-6-18

 美濃市立美濃病院 ………………………………………… 美濃市中央4-3

 市立恵那病院 ………………………………………… 恵那市大井町2725

 木沢記念病院 ………………………………美濃加茂市古井町下古井590

 太田病院………………………………………… 美濃加茂市太田町2855-1

 国保白鳥病院 ………………………………………郡上市白鳥町為真1205-1

 まつなみ健康増進クリニック ……………………… 羽島郡笠松町泉町10

 揖斐厚生病院 ……………………………… 揖斐郡揖斐川町三輪2547-4
静 岡 県

 静岡県結核予防会…………………………………静岡市葵区南瀬名町6-20

 静岡徳洲会病院 ……………………………… 静岡市駿河区下川原南11-1

 聖隷健康サポートセンター Shizuoka ………… 静岡市駿河区曲金6-8-5-2

 SBS静岡健康増進センター ……………………… 静岡市駿河区登呂3-1-1

 遠州病院 …………………………………………………浜松市中区中央1-1-1

 浜松医療センター …………………………………… 浜松市中区富塚町328

 浜松労災病院 ※10月15日(土)実施 ……………… 浜松市東区将監町25
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 浜松赤十字病院 …………………………………浜松市浜北区小林1088-1

 聖隷予防検診センター …………………………浜松市北区三方原町3453-1

 聖隷沼津健康診断センター …………………… 沼津市本字下一丁田895-1

 市立島田市民病院 ……………………………………… 島田市野田1200-5

 川村病院 …………………………………………………… 富士市中島327

 岡本石井病院 ……………………………………… 焼津市小川新町5-2-2

 伊豆保健医療センター ……………………………… 伊豆の国市田京270-1

熱海所記念病院 ……………………………………… 熱海市昭和町20-20

池田病院 …………………………………………… 駿東郡長泉町本宿411-5
愛 知 県

 ひまわりクリニック ……………………………名古屋市西区則武新町3-8-20

 クリニック フラウ栄 …………… 名古屋市中区3-17-15 エフエックスビル3F

 KKCウエルネス名古屋健診クリニック … 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル11F

 名古屋市役所 ………………………………………名古屋市中区三の丸3-1-1

 NTT西日本東海病院 …………………………… 名古屋市中区松原2-17-5

 公衆保健協会 ……………………………… 名古屋市中村区黄金通2-45-2

 名南病院 ………………………………………… 名古屋市南区南陽通5-1-3

 だいどうクリニック ………………………………… 名古屋市南区白水町8

 総合上飯田第一病院 …………………………名古屋市北区上飯田北町2-70

 大雄会第一病院 ………………………………………… 一宮市羽衣1-6-12

 千秋病院 ………………………………………… 一宮市千秋町塩尻字山王1

 碧南市民病院 …………………………………………… 碧南市平和町3-6

 総合犬山中央病院 ……………………………… 犬山市五郎丸二夕子塚6

 稲沢市民病院 …………………………………………… 稲沢市長束町沼100

 刈谷豊田総合病院 高浜分院 ………………………… 高浜市稗田町3-2-11

 岩倉病院 …………………………………………… 岩倉市川井町北海戸1
三 重 県

 済生会松阪総合病院 ……………………………… 松阪市朝日町1区15-6

 松阪市健診センターぴーす ……………………………… 松阪市殿町1550

 桜木記念病院 …………………………………………… 松阪市南町443-4

 桑名市総合医療センター ……………………………………桑名市寿町3-11

 青木記念病院 …………………………………………… 桑名市中央町5-7

 ヨナハ総合病院 …………………………………… 桑名市和泉八丁目264-3

 鈴鹿中央総合病院 …………………………… 鈴鹿市安塚町山之花1275-53

 湾岸さくらクリニック …………………………… 桑名郡木曽岬町和富10-17
滋 賀 県

 守山市民病院 ……………………………………………… 守山市守山4-14-1

 東近江敬愛病院 ………………………………東近江市八日市東本町8-16
京 都 府

 洛和会 音羽病院 ……………………………… 京都市山科区音羽珍事町2

 三菱京都病院 …………………………………… 京都市西京区桂御所町1

 乳腺外科 仁尾クリニック … 京都市中京区西堀川通三条上ル姉西堀川町511 ハロー友愛ビル1F&2F

 同仁会クリニック …京都市南区唐橋羅城門町30  京都メディックスビル1階内

 京都鞍馬口医療ｾﾝﾀｰ…………………………… 京都市北区小山下総町27

 田辺中央病院 ……………………………………… 京田辺市田辺中央6-1-6
大 阪 府

 すずかけの木クリニック … 大阪市阿倍野区松崎町2-3-37  松崎町グリーンハイツ104

 育和会記念病院 ……………………………… 大阪市生野区巽北3-20-29

 千船病院 ………………………………………… 大阪市西淀川区佃2-2-45

 有本乳腺外科クリニック本町 … 大阪市中央区瓦町3-2-15 瓦町ウサミビル3階

 リボン・ロゼ 田中完児乳腺クリニック … 大阪市中央区今橋3-2-17緒方ビル6F

 大阪警察病院 ……………………………… 大阪市天王寺区北山町10-31

 医誠会病院……………………………………… 大阪市東淀川区菅原6-2-25

 大阪病院 ………………………………………… 大阪市福島区福島4-2-78

 住友病院 ………………………………………… 大阪市北区中之島5-3-20

 清恵会病院 ………………………………………… 堺市堺区南安井町1-1-1

 馬場記念病院 ……………………………… 堺市西区浜寺船尾東4丁244

 田仲北野田病院………………………………………… 堺市東区北野田707

 乳腺ケア泉州クリニック … 岸和田市野田町2-17-11 (岸城中学校 正門前)

 大阪府済生会千里病院………………………………… 吹田市津雲台1-1-6

 大阪医科大学健康科学クリニック … 高槻市芥川町1-1-1  JR高槻駅NKビル

 りょうクリニック …………………………………………… 高槻市川添2-2-21

 関西医科大学総合医療センター ……………………… 守口市文園町10-15

 市立ひらかた病院 …………………………………… 枚方市禁野本町2-14-1

 藍野病院 ……………………………………………… 茨木市高田町11-18

 医真会八尾総合病院……………………………………………八尾市沼1-41

 八尾市立病院…………………………………………… 八尾市龍華町1-3-1

 富田林病院…………………………………………… 富田林市向陽台1-3-36

 関西医科大学 香里病院 ……………………… 寝屋川市香里本通町8-45

 城山病院 ………………………………………………羽曳野市はびきの2-8-1

 東大阪生協病院 …………………………………… 東大阪市長瀬町1-7-7
兵 庫 県

 神戸掖済会病院 ………………………………… 神戸市垂水区学が丘1-21-1

 伊川谷病院…………………………………………… 神戸市西区池上2-4-2

 久保みずき女性・検診クリニック … 神戸市西区糀台5-6-3 神戸西神オリエンタルホテル3階

 神戸協同病院 …………………………………… 神戸市長田区久保町2-4-7

 東神戸病院 ………………………………… 神戸市東灘区住吉本町1-24-13

 健康ライフプラザ ………………………… 神戸市兵庫区駅南通5-1-2-300

 神戸百年記念病院 ……………………………… 神戸市兵庫区御崎町1-9-1

 カーム尼崎健診プラザ …………………… 尼崎市御園町54 カーム尼崎2F

 長尾クリニック ………………………………………… 尼崎市昭和通7-242

 尼崎医療生協病院 …………………………… 尼崎市南武庫之荘12-16-1

 みやうちクリニック …………………………………尼崎市武庫之荘4-10-5

 平井クリニック ………………………………………… 西宮市神楽町3-20

 さきたクリニック …………………………………… 西宮市和上町2-35-101

 加古川総合保健センター ………………… 加古川市加古川町篠原町103-3

 赤穂市民病院 …………………………………………… 赤穂市中広1090

 ときわ病院 ………………………………………… 三木市志染町広野5-271

 市立川西病院 …………………………………………… 川西市東畦野5-21-1

 兵庫医科大学ささやま医療センター ………………………… 篠山市黒岡5

 柏原赤十字病院 ………………………………… 丹波市柏原町柏原259-1

 兵庫県立柏原病院 ……………………………… 丹波市柏原町柏原5208-1

 聖隷淡路病院 …………………………………………… 淡路市夢舞台1-1
奈 良 県

 大阪ブレストクリニック学園前 … 奈良市学園北1-14-13  メディカル学園前4F

 西奈良中央病院 …………………………………………奈良市鶴舞西町1-15

 葛城メディカルセンター …大和高田市西町1-45 大和高田市保健センター3F

 天理市立メディカルセンター ……………………………天理市富堂町300-11

 鎌田医院田園診療所 …………………………………… 五條市田園3-11-10
和 歌 山 県

 中江病院 …………………………………………………和歌山市船所30-1

 紀和病院 ……………………………………………………橋本市岸上18-1

 健診センター・キタデ …………………………… 御坊市湯川町財部733-1

 和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院 …… 伊都郡かつらぎ町妙寺219
鳥 取 県

 尾崎病院 …………………………………………… 鳥取市湖山町北2-555

 鳥取生協病院 ……………………………………… 鳥取市末広温泉町458
島 根 県

 松江記念病院 ………………………………………… 松江市上乃木3-4-1

 安来市立病院 …………………………………… 安来市広瀬町広瀬1931
岡 山 県

 岡村一心堂病院 ………………………………… 岡山市東区西大寺南2-1-7

 岡山大福クリニック ………………………………… 岡山市南区大福393-1

 セントラル・クリニック伊島 ……………………… 岡山市北区伊島北町7-5

※実施日や受診料・事前予約の要否・受付時間など受診に関わる詳細は、医療機関により異なります。直接医療機関にご確認のうえ、受診をお願いします。
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 おおもと病院 ………………………………………… 岡山市北区大元1-1-5

 ウェル・ビーイング・メディカ保健クリニック … 岡山市北区本町6番36号 第一ｾﾝﾄﾗﾙﾋ ﾙ゙ 6F

 渡辺胃腸科外科病院 ……………………………… 倉敷市玉島上成539-5

 まび記念病院 …………………………………… 倉敷市真備町川辺2000-1

 水島第一病院 ………………………………………………倉敷市神田2-3-33

 水島中央病院 ……………………………………… 倉敷市水島青葉町4-5

 総合病院 水島協同病院 ………………………… 倉敷市水島南春日町1-1

 倉敷リバーサイド病院 ………………………………… 倉敷市鶴の浦2-6-11

 倉敷成人病健診センター ………………………………… 倉敷市白楽町282

 三宅内科外科医院 ………………………………………玉野市槌ヶ原1017
広 島 県

 府中市民病院 …………………………………………… 府中市鵜飼町555-3

 長崎病院 …………………………………………広島市西区横川新町3-11

 中央通り乳腺検診クリニック … 広島市中区三川町1- 20 ピンクリボン39ビル 5F

 興生総合病院 ………………………………………… 三原市円一町2-5-1

 沼隈病院 ……………………………………… 福山市沼隈町中山南469-3

 いしいクリニック …………………………… 福山市神辺町十三軒屋136-3

 本永病院 ………………………………………………東広島市西条岡町8-13

 井野口病院……………………………………… 東広島市西条土与丸6-1-91

 廣島総合病院 ………………………………………… 廿日市市地御前1-3-3
山 口 県

 下関さくらクリニック ……………………………………… 下関市有冨167-2

 針間産婦人科 …………………………………………… 宇部市常盤町2-1-44

 阿知須同仁病院 …………………………………………山口市阿知須4241-4

 佐々木外科病院 ……………………………………………山口市泉都町9-13

 岩国病院…………………………………………………… 岩国市岩国3-2-7

 光市立大和総合病院 ……………………………………… 光市大字岩田974

 安本医院 ……………………………………… 大島郡周防大島町土居922
徳 島 県

 たまき青空病院 …………………………… 徳島市国府町早淵字北ｶｼﾔ56-1

 徳島市民病院 …………………………………………徳島市北常三島町2-34
香 川 県

 屋島総合病院 …………………………………………高松市屋島西町1857-1

 麻田総合病院 ……………………………………………… 丸亀市津森町219

 滝宮総合病院………………………………………… 綾歌郡綾川町滝宮486
愛 媛 県

 順風会健診センター …………………………………… 松山市高砂町2-3-1

 乳腺クリニック・道後 ………………………………… 松山市勝山町2-9-10

 松山赤十字病院 …………………………………………… 松山市文京町1

 おおぞら病院 ……………………………………………松山市六軒家町4-20

 今治第一病院 ………………………………………… 今治市宮下町1-1-21

住友別子病院 ………………………………………… 新居浜市王子町3-1
高 知 県

 高知生協病院 ※10月23日(日)実施 ………………… 高知市口細山206-9
福 岡 県

 とばたクリニック ……………………………… 北九州市戸畑区小芝2-5-1

 三萩野病院 …………………………… 北九州市小倉北区三萩野1-12-18

 JR九州病院 …………………………………… 北九州市門司区高田2-1-1

 白十字病院…………………………………………… 福岡市西区石丸3-2-1

 しぶた乳腺クリニック ……………………………… 福岡市西区内浜1-1-5

 ｳｪﾙﾈｽ天神ｸﾘﾆｯｸ 乳がん診断ｾﾝﾀｰ ｾﾚﾅｰﾃﾞ … 福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル5階

 広瀬病院……………………………………… 福岡市中央区渡辺通1-12-11

 及川病院………………………………………… 福岡市中央区平尾2-21-16

 原土井病院 …………………………………………福岡市東区青葉6-40-8

 木村病院 ※10月23日(日)実施 ……………… 福岡市博多区千代2-13-19

 千鳥橋病院 ………………………………………… 福岡市博多区千代5-18-1

 大牟田市立病院 ……………………………………… 大牟田市宝坂町2-19-1

 久留米総合病院 ………………………………………… 久留米市櫛原町21

 ツジ胃腸内科医院 ……………………………………久留米市国分町1163-1

 聖マリアヘルスケアセンター ……………………… 久留米市津福本町448-5

 新古賀クリニック …………………………………… 久留米市天神町106-1

 田川市立病院 ……………………………………………田川市大字糒1700-2

 高木病院……………………………………………………大川市酒見141-11

 福岡徳洲会病院…………………………………………… 春日市須玖北4-5

 宮田病院 …………………………………………………… 宮若市本城1636

 朝倉医師会病院 ………………………………………… 朝倉市来春422-1

 井上病院 ………………………………………………… 糸島市波多江699-1

 福岡青洲会病院……………………………… 糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8
佐 賀 県

 健診センター佐賀 ……………………………… 佐賀市高木瀬町長瀬1167-2

 こいけクリニック …………………………………… 佐賀市兵庫北2-19-12

 吉本クリニック ……………………………………………佐賀市堀川町1-10

 こが医療館 明彦・まきこクリニック ………………… 鳥栖市大正町764-5

 やよいがおか鹿毛病院 ……………………………… 鳥栖市弥生が丘2-143
長 崎 県

 長崎掖済会病院 …………………………………………長崎市樺島町5-16

 聖フランシスコ病院 …………………………………… 長崎市小峰町9-20

 いまむらｳｨﾐﾝｽ ｸ゙ﾘﾆｯｸ 産婦人科/乳腺外科 ………………長崎市大浦町1-26

 光晴会病院 ……………………………………………… 長崎市葉山1-3-12

 諫早総合病院 ……………………………………………諫早市永昌東町24-1

 宇賀外科医院 甲状腺・乳腺クリニック ……………… 諫早市貝津町1124

 西諫早病院 ……………………………………………… 諫早市貝津町3015

 山下外科医院 ………………………………………… 大村市西三城町17-18

 長崎県上対馬病院 …………………………… 対馬市上対馬町比田勝630

 長崎県対馬病院………………………………対馬市美津島町雞知乙1168-7

 泉川病院 …………………………………………… 南島原市深江町丁2405

 長崎県上五島病院 ………………… 南松浦郡新上五島町青方郷1549-11
熊 本 県

 熊本県総合保健センター …………………………… 熊本市東区東町4-11-1

 むらたクリニック ……………………………………… 八代市横手本町2-1

 やまぐちマタニティ …………………………………… 人吉市鬼木町562-5

 人吉医療センター ………………………………………… 人吉市老神町35

 公立玉名中央病院附属健診センター ……………………… 玉名市中1947

 宮崎外科胃腸科医院 …………………………… 上天草市大矢野町上1519

 天草中央総合病院 …………………………………………… 天草市東町101

 球磨郡公立多良木病院 ……………………… 球磨郡多良木町多良木4210
大 分 県

 大分県地域成人病検診センター ………………………… 大分市宮崎1415

 大分東部病院……………………………………… 大分市志村字谷ヶ迫765

 大久保病院 …………………………………竹田市久住町大字栢木6026-2
鹿 児 島 県

 相良病院 ………………… 鹿児島市松原町3-31（検査場は城山観光ホテル）

 鹿児島市立病院 ……………………………………… 鹿児島市上荒田町37-1

 かねこクリニック …………………………………… 鹿児島市上荒田町8-6

 さがらパース通りクリニック ………鹿児島市新屋敷町26-13（検査場は城山観光ホテル）

 相良病院附属ブレストセンター … 鹿児島市樋之口町3-28（検査場は城山観光ホテル）

 生駒外科医院 …………………………………………… 指宿市湊2-23-20

 上村病院 …………………………………………薩摩川内市東開聞町9-22

 金子病院 …………………………………………いちき串木野市照島6002
沖 縄 県

 宮良クリニック ……………… 浦添市伊祖2-3-1 サンチャイルドめぐみ202

 浦添総合病院 健診センター …………………………… 浦添市伊祖3-42-15

※実施日や受診料・事前予約の要否・受付時間など受診に関わる詳細は、医療機関により異なります。直接医療機関にご確認のうえ、受診をお願いします。
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認定 NPO法人 J.POSH

岡山県倉敷市にある川崎医科大学の一角を占め

る『現代医学教育博物館』を見学する機会があり

ました。広大な敷地にそびえる５階建ての博物館

の２階部分は一般向けに公開されており、『健康

教育博物館』として家族連れ、小・中・高生の団

体など大勢の見学者で賑わっているということで

す。展示内容はがん、糖尿病などの生活習慣病を

パネル、模型、ビデオを用いて平易に解説。博物館

の職員による手作りの展示模型や装置も多数設置

されていて自由に操作もできます。私どもＪ.ＰＯＳ

Ｈの活動にご理解・ご協力頂いている同大学長補

佐で同館副館長の森谷卓也医学博士が、お忙しい

時間を割いて私どもを案内して下さいました。病

理学がご専門の森谷先生が乳がんを始め、がんに

関する展示模型の前で丁寧に説明して下さり、改

めて病気に関する知識が深まりました。本当に有

り難うございました。なお、3階、4階は医療関

係者のみが見学できるフロアーになっており、臓器

別の病理肉眼標本、実物標本などの展示物もある

ということです。倉敷を訪れる機会があれば是非

この博物館を訪れることをお勧めします。(Ｔ.Ｉ)

川崎医科大学の「現代医学教育博物館」の2階は一般公開フロア。

ガン、糖尿病等、パネルや模型、ビデオを用いるなど平易に解説されて

いる。（乳がん展示パネル前にて森谷先生（左）と平田理事）

この度の応募総数は

193件となり過去最高に

なりました。応募資格の

無い17件の方には申し

訳ありませんが、ご遠慮

いただき、応募資格のあ

る176件の皆様には、啓発ティッシュをお送りします。

この度は、応募対象者の皆様の希望数が予定を

超えましたが、数量を調整で対応させていただきま

した。配布の方よろしくお願いします。

また、配布されている様子が分かる写真データな

どお送りいただけましたなら、「ピンクリボンニュー

スJapan」に掲載したいと思いますので、ぜひ写真

データを送っていただきたいと思います。

最後になりますが、J.POSHも15年を迎えて、より

多くのピンクリボン活動支援を行っていきたいと考

えています。今後もよろしくお願いします。

啓発ティッシュ配り
キャンペーン

スーパーファイティング
愛知ウィメンズ空手道 

ガバナーカップ２０１６
Ｊ.ＰＯＳＨは8月21日、愛知県豊田市のＮＰＯ

法人 ｢日本空手道不動会｣ が同市で開催した空

手の大会である「スーパーファイティング 愛知ウィ

メンズ空手道 ガバナーカップ2016」に協力しまし

た。Ｊ.ＰＯＳＨの啓発パネルなどを会場に展示し、

来場者に乳がんの啓発をアピールしました (写真)。

同大会は選手、大会役員、委員、審判員など、すべて

女性により運営されています。参加選手は３６０人、

観客は３０００人が動員されたということです。

会場に展示された乳がん啓発パネル（左写真）と試合風景（右写真）

PRNj 秋号あとがき


